
平成 26年 決算審査特別委員会(民生分科会) 

 

1 開 催 期 日   平成 26年 10月 20日（月）   午前 10時 00分から午後 2時 43分 

 

2 開 催 場 所      本庁舎 3階本会議場 
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  環境課長       高橋 直樹      戸籍住民担当主査   永坂 隆之 
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  交通安全・公共交通担当主査  近藤 将雄      環境政策担当主査   阿部 泰洋 

  環境保全担当主査   中田 貴文      衛生・霊園担当主査  志村  敦 

  廃棄物計画担当主査  米村  恒      廃棄物管理担当主査  柴  清文 

 

  【保健福祉部】 

  保健福祉部長     木下 信司      保健福祉部次長    徳村 政昭 

  福祉課長       木下 隆司      高齢者支援課長    小林 雅人 

  健康推進課長     及川 幸紀      国保医療課長     土山 律子 

  児童家庭課長     福島 政則      子育て担当主幹    織田 波香 

  すみれ保育園長    加藤 真弓      すずらん保育園長   塚崎 智美 

  稲穂保育園長     大内 文子      福祉庶務担当主査   林  睦晃 

  障がい福祉担当主査  川又 洋火      障がい相談担当主査  柄澤 尚江 

  生活保護担当主査   大坂 善章      高齢者福祉担当主査  川口 芳幸 
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  高齢者相談担当主査  野切 径代      介護給付担当主査   渡邉 篤広 

  健康推進担当主査   上森 秀樹      保健指導担当主査   影久 真美 

  国保給付担当主査   松下 慎司      特定健診担当主査   浜山かおり 

  国保賦課担当主査   長谷川桃子      医療給付担当主査   三澤 聖子 

  後期高齢者医療担当主査  渡辺 広樹      保育担当主査     鈴木 靖彦 

  学童担当主査     高橋 陽子      次世代育成担当主査  冨田 英禎 

  発達支援担当主査   玉手美和子      健康推進課主事    十河 亮太 

 

  【水道部】 

  水道部長       藤嶋 亮典      下水道課長      藤縄 憲通 

  下水処理センター長  平川 一省 

 

7 事 務 局    

  議会事務局次長    石丸 訓行      議会事務局主事    佐々木貴啓 

  議会事務局主事    高橋 武士      議会事務局非常勤主事  永澤るみ子 

   

8 傍 聴 者   なし 

          

 

議事の経過 

 

 

鈴木委員長 

 おはようございます。 

ただ今から、決算審査特別委員会民生分科会を開会いたします。 

本分科会の日程は、すでに各委員に配布の審査方法等協議資料のとおりであります。 

各委員のご協力をいただき、日程どおり審査を進めたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

次に、質疑の回数についてでありますが、回数に制限はございませんが一括して簡潔に

質疑されますよう、お願いいたします。 

また、答弁者におきましても簡潔に答弁されますよう、お願いいたします。 

なお、傍聴の取り扱いについては申し合わせにより、許可したいと思います。 

 

それでは、議案第 17 号 平成 25 年度北広島市各会計歳入歳出決算認定についてを議題

といたします。 

初めに、一般会計の総務費のうち総務管理費の出張所費、企画費のコミュニティ施設管
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理費、交通対策費、市民生活費のうち市民生活経費、平和推進事業、市民法律相談事業、

犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業、防犯活動支援事業、街路灯整備支援事業、

地域コミュニティ推進事業、人権意識の普及啓発事業、市民協働推進事業のうち地域まち

づくり推進事業、エルフィンパーク運営費、公聴費、戸籍住民基本台帳費及び民生費のう

ち国民年金費の質疑を行います。 

どなたかいらっしゃいませんか。 

田辺委員。 

 

田辺委員 

 おはようございます。 

決算書 110 ページ、平和推進事業について昨年も質問をさせていただいたのですが、こ

の平和推進事業の記念事業について、昨年は延べ 72名の参加と非常に来場者が少なくて残

念だったのを覚えています。今年度は去年よりはたくさんの方が入場していたと思うので

すが、これは昨年のことからいろいろ工夫をされたのではないかと思いますけれども、ど

のように取り組まれたのか、お伺いします。 

それから、平和の灯の種火の事業ですけれども、これを造ってからどれぐらい経過して、

これまで補修が行われてきたのか、年間の維持費はどのぐらいかかっているのか、お伺い

します。 

それから 113 ページ、エルフィンパークの活用事業ですけれども、交流広場の稼働率に

ついて事業評価では概ね計画を達成しているということで、以前は市民の利用についてい

ろいろ制限があったのですけれども、例えば、手作り品を扱ってはいけないとかありまし

たが、この辺はどのようになって市民にとって使いやすくなっているのかということ。 

それと、福祉ショップは 3 年以上経過したのですけれども、運営されているのは福祉法

人ですが市の施設の管理の中にあるというところで、市民の認知度や利用も含めて順調に

経営が成り立っているのか、わかる範囲で結構ですので教えてください。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 梅木主査。 

 

梅木公聴・市民生活担当主査 

 1点目の平和推進事業でございますけれども、委員がおっしゃいましたように昨年は若干、

残念な結果になりまして、平和の灯を守る市民の会の皆さんともいろいろ協議をしまして、

今年は何とか人を呼べる事業ということでジョバンニの島というアニメを上映しました。

これは北方領土のひとつである色丹島にロシア軍が終戦のときに攻めてきた時のある家族

の実話をもとにした物語で、人数的には昨年は 75名程度だったのですけれども、今年は 190
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名きていただきました。そして、年齢層も子どもから高齢者まで幅広くきていただいたと

いうことで、ある程度良かったのかと評価をしております。また、この映画については道

からも是非、学校の授業等でも取り入れてほしいという要請もきておりますので、そうい

うことも考え大変良かったのではないかと評価をしております。 

それから 2 点目の平和の灯の種火の関係は総合体育館の種火のことだと思うのですけれ

ども、平成 18年から灯しまして、すすとかが付きますので分解整備を 1回行ったことがご

ざいます。 

維持費につきましては所管が建設部になっておりまして、数字的には押さえておりませ

ん。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 申し訳ありませんが、福祉ショップ関係の利用状況や経営状況等についての数字は押さ

えていませんので、エルフィンパーク交流広場の稼動状況をお答えいたします 

年間の稼働可能日数としては 359日で、その中で利用日数が 252日、利用率としては 70.2%

ということになってございます。 

あと、利用団体数ですが、延べ 102団体となってございます。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 制限は無くなったのでしょうか。 

 

鈴木委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 その関係は、あとでお答えさせていただいてよろしいですか。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員。 



H26.10.20【平成 25年度 決算審査】民生分科会 

5 

 

田辺委員 

 平和の灯の事業で、私もジョバンニの島を見たのですけれども、すごくいい内容で後半

のほうは、すすり泣きの声がすごくして感動的だったと思いますので、やっぱりこういう

事業の時は学校、教育委員会として子ども達に参加を呼び掛けてきたのでしょうか。是非、

中学生、高校生も含めてたくさんの子ども達に見てほしいと思いましたので、その辺は、

どうだったのかをお伺いします。 

 それから、平和の灯の種火ですけれども、これは平和都市宣言をしているうちのまちの

象徴的なものだと思います。今後、あの場所にずっと置き続けるのか。市庁舎の中では室

内にありますけれども、新庁舎の建設に向けてこちらの扱いについての検討をされている

のかどうか、伺いします。 

 

鈴木委員長 

 梅木主査。 

 

梅木公聴・市民生活担当主査 

 今年の平和推進事業でジョバンニの島の上映の関係ですけれども、まず、小中学校の校

長会にこういう映画をやりますので是非来てくださいという説明をさせていただいており

ます。そのほか、私どもが学校全部に行きましてポスターの掲示もお願いして、是非皆さ

んに見ていただきたいということと、北広島高校、北広島西高校、それから大学にもすべ

て私どもが足を運んで、ポスターの掲示と参加を呼び掛けてきたところでございます。 

それから、平和の灯の種火の関係ですけれども、今、平和の灯公園にあるものにつきま

しては、あの場所で灯し続けるということで考えております。それから、庁舎にあります

ほうの種火ですけれども、新庁舎になってもそれは新しく 5 階になるのでしょうか。まだ

決定ではありませんけれども 5階に置くということで今考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 今、5階にというお話だったのですけれども、できれば、市民の方がたくさんいらっしゃ

る 1階の目立つ所に置いたほうがいいのではないでしょうか。5階となりますと、確かにサ

ロンですか、コーヒーショップみたいのがあるというお話でしたが、エレベーターで上が

ってくる方は限られていると思います。やっぱり、1階の目立つ所に象徴としてきちっと管

理ができるような体制を是非とっていただきたいと思います。 

以上です。 
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鈴木委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 今、5階のお話を申し上げましたが、これは庁舎建築担当と非公式に話をした中で出た話

です。委員が言われるように、もう少し目立つようにということについては、飾り方も含

めきれいにして管理したいという話はありました。確かに、5階の部分については話として

出ていましたので、庁舎建築担当と話をし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。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 最初に、109ページの交通対策経費ということで、お伺いいたします。 

まず第 1 に、団地内バス路線については 250 万円の補助を出されているということです

けれども、この路線について赤字の実態はどのようなのか、お伺いいたします。昨年度も、

確か 1000 万円近くの赤字だったのではないかと思いますが、平成 25 年度の経営実態がど

うだったのか、お伺いをいたします。 

そのほか、市内のバスについては改善の要望がいろいろ出されていると思うのですけれ

ども、この議会においてもいろいろ議論をされております。例えば、西の里方面、あるい

は大曲地域からも早朝のバスの始発を早めてもらいたいだとか、今回も陳情に出されてお

りますが、始発のバスを工業団地から柏葉台のほうに移してもらえないかといういろいろ

な市民要求が出ておりますけれども、こういった要求をどのように受けとめられているの

か。どのような要求があって、どう対応しているのか、お伺いいたします。 

それから、重複いたしますけれども、エルフィンパークの活用事業について、やはり私

のほうからもどのように使いやすくなっているのか、重ねてお伺いをしたいと思います。

2013 年度の利用実態についてはご答弁いただきましたけれども、この傾向を見ますと、例

えば、2007 年度、平成 19 年などは 95%、2009 年の平成 21 年は 98%ということでした。だ

んだん利用率が下がっております。それから、利用団体数も決して増えてはいない。2010

年度 127 団体から 102 団体にむしろ減ってきているという実態をどのように捉えられてい

るのでしょうか、お伺いをいたします。 

 

鈴木委員長 

 近藤主査。 
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近藤交通安全・公共交通担当主査 

 それでは、バスの関係をお答えさせていただきたいと思います。 

まず 1点目といたしまして、団地内バス路線の平成 25年度の赤字額でございますけれど

も、1585万 7000円となってございます。 

次に、各地区からの改善要望についてということでございますが、西の里、大曲に限ら

ず、全市いろいろなところから改善はずっと出てきております。先ほどお話ありました早

朝のバスにつきましては、以前から話のありました柏葉台の始発ですけれども、こちらに

つきまして 7 時 10 分発の便がいろいろと改善されて 7 時 5 分と、5 分ですが、その分の改

善はされております。ただ 7 時 5 分ということもございまして、もっと早く 6 時台という

お話も出ておりますので、その辺につきましては引き続きバス事業者に要望を入れて、少

しでも利便性が良くなるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 

また、工業団地のほうの、今回陳情が出ております話のありました部分につきましては、

路線を運行しております中央バスにはお話、申し入れは行ってございます。ただ、今、国

道 36号を通っているバスを羊ヶ丘を通して、カインズですとかアウトレットとかに行きた

いというお話、あとは工業団地の通勤に使いたいというお話もありますので、そういった

市民の方からの要望も出ております。今後は、中央バスといろいろ協議を行いながら、少

しでもその辺の皆さんのご要望に応えられるように努めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 エルフィンパークの利用率や利用団体が減ってきている部分については委員がおっしゃ

られたように、昨年度で 70.2%だったり、利用団体が 96 団体という確かに落ちてきている

状況は見受けられます。ただ、先ほど田辺委員からの質問もございましたけれども、いわ

ゆる営利を目的とするという部分を制限しているだけであって、それ以外の利用条件は基

本的に変えていないと考えてございますので、この辺の利用実態が、もし使い勝手の悪さ

につながっているようなことがあれば今後検討してまいりたいとは考えていますが、今現

段階では直接何がというところについて押さえていな状況でございます。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員。 
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板垣委員 

 まず、バス路線についてですけれども、いろいろな地区から要望が出ております。私も

いろいろなところにお邪魔しても、例えば、大曲緑ヶ丘などにお邪魔しても、要望の第 1

がバスの便を何とかしてもらいたいということです。是非、もう少し力を入れて真剣に取

り組んでいただきたいと思います。団地内のバス路線について 1585 万 7000 円の赤字とい

うことは、赤字が膨れる一方です。250万円の補助というのは、いわば焼け石に水的な状態

になっています。こういうように年々赤字が増えていく状態の下では、どうしても路線維

持、便数維持に支障が出てくると思うのですが、それに対して地域としても利便性向上の

ため、こういうようにしてもらえばもう少し乗客が増えるのではないかといういろいろな

提案を私どもしてまいりましたけれども、一体、赤字解消あるいは便数維持のために、こ

の 1年間何をされてきたのか、お伺いいたします。 

それから、エルフィンパークの利用状況等について、参加利用団体あるいは広く市民の

方からもう少し利用してもらうためにどうしたらいいのかという要望を聞くなり、アンケ

ート調査も必要ではないかと思います。是非、せっかくの貴重な財産ですから、有効活用

できるようにしてもらいたいと思います。それで 1つ、利用していて気が付いたところは、

例えば、いろいろなイベントをやっても音響効果が非常に悪いと。あまり音を出し過ぎる

と JR側に影響が及んで音が出せないという形になって、スピーカーの方向も制限されると

かいうことがありますので、こういう改善も要望されていると思います。 

それから、エルフィンパークの活用とは関係がないのかもしれませんが、関連してエレ

ベーターの利用について、もしお答えできればしていただきたいのですけれども、JR のホ

ームにいくエレベーターが非常に利用しづらいと。いちいち JRの職員に立ち会ってもらわ

ないと利用ができないということで、この辺の改善が可能なのかどうか、どのように改善

されていくのか等についてもお伺いします。 

 

鈴木委員長 

 近藤主査。 

 

近藤交通安全・公共交通担当主査 

 ただ今、ご質問のありましたバス路線の利用者確保の取り組みについて、お答えさせて

いただきます。日ごろ、バス利用者の確保というのが私どもにとってもかなり重要な課題

となっておりまして、取り組みといたしましては、市の広報に掲載しておりました。あと、

ホームページの中でもバス利用の PRを行っております。また、JR等の通勤の方、通学の方

が多数、団地内は特に使われておりますので、そのバスと JRの時間の乗り継ぎの表を作っ

てホームページで掲載したり、特に冬ですとか雨の日だとバスをお待ちいただく方の利便

性を確保するために、バス待合所を管理してございます。昨年につきましては、大曲東小

学校で市内を運行しております中央バス、JR バスのご協力をいただいて、小学生の授業の
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中でバスの乗り方、降り方の教室も開き、若い方にもバスを利用していただくような取り

組みを行ってございます。 

あと、もう 1つの取り組みといたしまして、今年 4月 1日から JRバスが運行しておりま

す市内駅と江別をつなぐ共栄線という路線について、今は道道の江別恵庭線を通って江別

に向かっていたところですが、工業団地へ通勤する方の利便性を確保するために工業団地

の中を通していただきたいという提案をいただきました。いろいろと工業団地でもアンケ

ートを取っていただいて、どのぐらい利便性が高まって利用者が増えるのかを検証いたし

まして、今年 4 月 1 日から一部、道道江別恵庭線を走っていた部分を工業団地の中を通し

て運行経路を変更してございます。その結果につきまして JRバスの話を伺いますと、大体、

1日にして 10名前後の利用者の増加が図られているということで伺ってございます。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 それでは、エルフィンパークの利用について、お答えをさせていただきます。 

まず、委員からお話のありました要望ですとかアンケート調査をしてみてはどうかとい

うことについては、行っていきたいと考えております。利用状況を見ますと、先ほど委員

が述べられたのは、延べの利用団体数ということで実際に利用している実態の団体数につ

いては 50 から 70 の団体が使われているということなので、こちらの団体についてそうい

ったアンケート調査を行っていければと思っております。 

それから音響が悪いということですが、確かにエルフィンパークは屋根が高いものです

から、構造上どうしても音が上に抜けてしまう中で私達もいろいろな事業をやりますけれ

ども音響が悪いのが実態でございます。実際にあそこのスピーカーを使って音響を良くす

るということは改良をしても難しいのではないかということで、何とか据え置きはできな

いのですけれども、音響効果の高いスピーカーを持ち込むなどして、それらの対応ができ

ないかどうかについて研究してみたいと思います。 

最後に、JR ホームに行くためのエレベーターの利用状況ですが、これについては多分、

JRの安全性の確保ということで、どうしてもホームに降りるものですから JRの決まりもあ

ると思います。ただ、より利用しやすくするための協議については JRともしていきたいと

思っております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員。 
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板垣委員 

 生活バス路線についてですけれども、団地内バスの赤字解消、利便性向上のためにとい

うことで第 4 住区自治連合会だとか、そのほかの団地内地域の方々もさまざまな要望を出

しているのですけれども、今の答弁にありましたように、要望は伝えるということで伝え

た結果、だめでしたという回答しか得られていないんです。その辺を、もっと市民の立場

に立った形で十分な対応をしていってもらいたいです。 

例えば、輸送協議会ですか、市民代表も含めた事業者側との会議等については、今も年

に 2 回ぐらいでしょう。もっと増やしてもらいたい。そして、具体的な提案として、団地

内バスについては山手町 4 丁目終点ではなく循環型にするとか、下の商業施設を経由する

形にする。あるいは、買い物に使えるように 1割サービスのような買い物割引ですか、1割

引のような形ではやっていますけれども、もう少し他市がやっているような 5 割のサービ

スを行うだとか、いろいろな提案はされていると思います。循環型等についても期間限定

でとにかく試験運行をして、やってみたらどうかという提案もされているのですけれども、

なかなかそういうことを受け入れてもらえないというのが大変残念です。このままの状態

では赤字が膨れる一方ですから、もう少しその辺のところを真剣に捉えてもらいたいと思

うのですけれども、どうですか。 

 

鈴木委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 バス運行の関係でございますけれども、まず広く市民の皆さんからのご要望について、

お聞きする機会はこれからも多く持っていきたいと思っていますし、その対応についても、

こちらのほうからこうしたらどうですかというご提案も含めて、バス事業者のほうにさせ

ていただいていまして、一部改善されたところはあるのですけれども、ただ要望の数から

見ますと改善されている面は少ないとわれわれも思っておりますので、今後も力を入れて

きたいと考えております。 

それから、公共輸送の協議会のほうも回数を増やしてもらいたいということですので、

これについても検討をさせていただきます。 

それで、実際に団地内の完結路線、中央バスが運行をされていますけれども、やはり、

札幌市にいく方々、例えば学生ですとか、通勤に行かれる方の数が絶対的に減ってきてお

ります。ですから、そういった中で利用客を増やすのはなかなか難しい面がございますが、

委員もおっしゃったように、ただ赤字を大きくしていって便を簡単に減らすということに

ついては、やはり生活の足を守るという部分では市としてもできませんので、何がしかの

対応ということで現在も中央バスとは協議を続けているところですけれども、内容的には

なかなか厳しい状況にあるということでございます。ただ、そういいながら市としては、
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なるべくこれ以上の減便がされないような形での対応について中央バスとの協議を進めて

いきたいと思っております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 あと、路線の試験運行の部分について。 

 

塚崎市民環境部長 

 循環させたらどうかとか試験運行の関係についても、協議をやっています。その中で、

例えば、循環型にしてはどうかということなのですが、バス運行者のお話を聞きますと、

実際に空で帰ってくるほうが、そこからまた循環で戻した時に掛る費用よりも実際には掛

らないということをいわれます。それで、どういった場合にそういった利潤が確保される

のかといいますと、戻ったときに必ず集中的に人が降りるという場所が何点かあればいい

のですけれども、残念ながら北広島市内でそういった施設についてはないので、循環型に

するとか試験的に運用してみることについても、私どもはやってみてもらえませんかとい

う話をしておりますが、残念ながらバス運行者のほうからはいい答えが返ってきていない

のが現状です。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 くどいようですけれども、もう一度お伺いします。 

循環型にするとどういうメリットが出るかというと、便数が同じであれば山手町に住む

われわれは、駅にいくのに便数が結局 2 倍になるような感じです。右回りと左回りができ

るわけですから両方が使えるということになって、非常に便利さが違います。その辺をよ

く考えて検討していただきたいと思います。 

要望しておきます。 

 

鈴木委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 それでは、106ページのコミュニティ施設管理費の団地住民センターについて、お伺いい

たします。2、3 年前に大規模改修をされておりましたけれども、それと同時に備品だとか
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の新規購入や補修をやっているのかと思ったらそうでもなかったということなので、その

辺をお聞きいたします。 

団地住民センター体育館の中のステージ袖の幕がぼろぼろですという話を聞きまして見

にいったら、本当にぼろぼろ、びりびりでひどいです。びっくりしました。これを交換し

ないのかですとか、ステージのライトがありますけれども、ステージを越え前に出て演技

をするときにライトがなくて演者の顔が暗くなるだとか、そういう要望も出ておりますが、

その辺の備品の用意だとか交換をすることはしないのか、お伺いします。 

それから、生活バス路線について、今、板垣委員が言っていましたけれども、かなりの

赤字が続いていると。赤字が続いて乗らないから、いろいろな便数を減らしているとなお

さら人が乗らない悪循環のような形になっていると思います。この中で、お買いもの回数

券という 10 時から 16 時までの間の割引をした回数券がありましたけれども、これが 9 月

末で廃止になったというお話でした。これが、なぜを廃止になったのか。また、再度これ

を発行することはできないのか、する気がないのかお聞きします。 

 

鈴木委員長 

 梅木主査。 

 

梅木公聴・市民生活担当主査 

 それでは、団地住民センター関係のお答えをします。 

平成 24年だったと思うのですけれども、大規模改修ということでエレベーターの設置が

大きな内容となってございます。そのほか、体育館の耐震化、トイレの臭い等が若干する

ということで、トイレの改修が主な内容となっておりまして、備品等につきましての整備

は、そのときには行なっていない状況になっております。 

それで今、委員のおっしゃられました体育館のステージ袖の幕ですね。私のほうでも確

認しまして、確かにかなり傷んでいるということもございますので、幕それからライト等

の要望は、平成 27年の予算で要望してまいりたいと考えております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 近藤主査。 

 

近藤交通安全・公共交通担当主査 

 それでは、買い物回数券について、お答えをさせていただきたいと思います。 

今、大迫委員からお話のありましたとおり、中央バスが実施しておりました買い物回数

券につきましては 2000 円でバスの回数券を購入するのですが、午前 10 時から午後 4 時ま

での間に降車する場合につき使用できるものでありまして、2000円で購入の中で 2500円分
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の利用券が付いているものでございます。これにつきましても、お話がありましたとおり

今年の 9月いっぱいをもちまして販売が停止されている形です。有効期限につきましては、

来年 3月 31日、年度内いっぱいをもって利用も停止するということで、中央バスから伺っ

ております。廃止の理由でございますけれども、先ほどからも話が出ていますとおり、か

なり利用者の減少、また燃料の高騰などによって、バス事業者の環境がかなり厳しいもの

になっております。この割引回数券につきましても、あくまでもバス事業者が行っている

割引制度の中で実施されたものとなっておりますので、なかなか今のバス事業者の中でも

この割引制度自体を維持すること自体かなり厳しい状況になっていることから、今回この

買い物回数券につきましては廃止しましたということで伺ってございます。 

あと、再開の目途ということでバス事業者に伺いましたところ、廃止されているのが先

月 9 月末ですので、現時点では再開のことはまだ検討しておりませんというご回答をいた

だいております。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

住民センターについては、ライトがどうなったかのお答えがなかったので、答えてくだ

さい。 

それと、こういう幕だとかライト、その他についても使用者からの要望は出ているとい

うお話を聞いているのですけれども、それが出ていないのかどうなのか、教えてください。 

それからバス路線ですけれども、2000 円が 2500 円の割引、プラスアルファというのは、

かなり大きな金額だと思います。これを使って昼間のお買い物だとかバス利用をしていた

市民の方も多分、多くいらっしゃると思うのですけれども、これがなくなるとなおさらバ

スに乗らなくなってしまうということになってしまうのかと思います。今、空白地帯の足

の確保ということでいろいろやっていますけれども、こういう団地内にある既存のバス路

線についての足の確保というのも大事なのではないかと思います。デマンド方式だとかい

ろいろな予算を付けてやっていますけれども、こういうところでも市として単独で割引の

回数券、1回 50円の割引だとか何十円かでもいいですので、そういう形の回数券を出して、

再度、バス利用者の人数の増加策という形で何とかできないのか、お答えください。 

 

鈴木委員長 

 その前に、ライトの交換については平成 27年の予算要望をすることになっておりますか

ら。 

その他について。 
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梅木主査。 

 

梅木公聴・市民生活担当主査 

 今、委員長がおっしゃったように、ライトにつきましては天井に付けるのが大変難しい。

スポーツもやっているものですから、常に設置しておくのは難しいということで、使う時

にだけ出してきて床に置くスポット型といったものを今考えております。 

要望については、あそこで文化祭とかが開かれていますけれども、その際にステージの

前が暗いとか幕が傷んでいるという話は伺っております。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 バス利用の関係のお答えをさせていただきます。 

委員もおっしゃられておりましたように、やはり生活バス路線ですので、その足を確保

することが大事であると私どもも思っております。それで、市単独で買い物の助成ができ

ないかということですが、市単独でというよりもお買い物していただく先のストアですと

かとタイアップする形で何がしかの対応ができないのかということについて、今後、検討

を進めてまいりたいと思っております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 よろしいですか。 

その他、ございませんか。 

尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 1 点目は、先ほど板垣委員の質問の中でバス路線の話が出ておりました。その中で今回、

陳情が出されて柏葉の方だと思うのですけれども、民生常任委員会でこの陳情について審

議されると思っていたのですが、先ほどの近藤主査の話ですと、既に中央バスのほうに要

望を出していますと。その辺の対応の仕方について、教えていただきたいと思うのが 1点。 

それから、決算書 111 ページの防犯活動支援事業ということにつきまして、今、青パト

も含め非常に一生懸命やってくれると。だけれども、ガソリン代も十分に支給されていな

いということで、最近もちょっと話がありました。一生懸命やっていますねといったら、

いや尾崎さん、俺、もう辞めたいと。ガソリン代にもならないし、ボランティアだという
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のはわかっていてもこれ以上は苦しいということで、前に 1 度、私が一般質問の中でお話

をしたときには、26 年度の予算の中で反映してくれるといういい回答を得たのですけれど

も、それもままならなかったということで、それにはいろいろな事情があると思うのです

が、現在、実際に活動されている方々のそういった状況をよくわかって、じゃあ、わかる

ので次年度からそれを反映しますという考えはないのかどうなのかということで、回答を

いただきたいと思います。 

 

鈴木委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 先ほどの陳情の関係で、バス事業者にはお話をしているということについては、正式書

面だとかいうことではなくて、まずは頭出しということで陳情者の意向を伝えていると捉

えています。今回、委員会に対する陳情ということになってございますけれども、これを

今月中に陳情者と面談をし、内容等の確認をさらにして、場合によっては市民の声という

形での取り扱いによりバス事業者に対する申し入れなりができます。ということを、陳情

者にお話をすることで今考えております。その後、議会に対する取り扱いというのが一部

変更になる可能性があると今、認識してございます。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 2点目の防犯活動の支援について、お答えさせていただきます。 

昨年も同じように、青パトに出られているボランティアの方の関係でご質問をいただき

まして、この席で前課長が回答をしたのですが、なかなかそれができなかったという実態

がございます。本当に、ボランティアの皆さんの活動内容については私ども十分承知して

おります。なおかつ、市内の犯罪件数が大幅に減ってきております。これも、やはり市内

全域で防犯活動をしていただいている皆さんの認識が高くなって、地域での力が大きくな

ってきていることを私ども痛感しておりまして、この辺は来年度の予算編成に向けて、私

どもとしても是非、これらの方々の活動がより充実するような形での対応ができないかど

うか、要求をしていきたいと思っております。 

以上です。 
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鈴木委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 今の塚崎部長の話で、防犯活動支援事業というものについての質問は打ちとめたいと思

います。 

先ほどの陳情の案件の取り扱いですけれども、今、課長の話を聞いても、要するに先の

話だよというアプローチで業者に話しているということですね。それから、陳情者と面談

をしてという段取りになっているようですけれども、委員長、この件について、われわれ

委員会に付託がされると思うのですが、その陳情について、私も随分この件、大曲の方か

らの陳情だったものですから、いろいろなことを正確に前調べしなければいけないという

ことで調べてはあったのですが、これは陳情取り下げということも考えられると。行政と

しては、これは十分に理解できて受けとめられるから、業者とこれを話すということであ

れば、そういう運びになるのではないですか。 

 

鈴木委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

（休  憩） 

 

鈴木委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 

尾崎委員 

 委員長のお話で良く理解できましたので、質問を終わります。 

 

鈴木委員長 

 続きまして、質疑。 

どなたか、いらっしゃいませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようでございますので、以上で総務費のうち総務管理費の出張所費、企画費のコミ

ュニティ施設管理費、交通対策費、市民生活費のうち市民生活経費、平和推進事業、市民

法律相談事業、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業、防犯活動支援事業、街路灯

整備支援事業、地域コミュニティ推進事業、人権意識の普及啓発事業、市民協働推進事業

のうち地域まちづくり推進事業、エルフィンパーク運営費、広聴費、戸籍住民基本台帳費

及び民生費のうち国民年金費の質疑を終わります。 
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暫時休憩いたします。 

 

（休  憩） 

 

鈴木委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に、国民年金費を除く民生費、教育費のうち教育総務費の教育振興費の幼稚園就園奨

励費事業及び幼稚園就園準備支援事業の質疑を行います。 

どなたか、ございませんか。 

板垣委員。 

 

板垣委員 

 それでは 135ページ、児童扶養手当の受給について、お伺いいたします。 

受給状況を資料要求いたしまして、経年的に調べさせていただきました。受給者数につ

いては大体、平成 22 年ころから同じくらいになっていますか、平成 21 年度までは 500 人

弱だったのが、22 年度から 530 人とか 570 人となっている状況のようですね。24 年と 25

年を比較しますと、平成 24 年が 576 人に対して平成 25 年が 537 人と若干減っているとい

う状況です。そういう中でも気になるのが父子世帯で、平成 22 年、2010 年度が 29 件であ

ったのが 2013 年度は 39 件に増えているという状態です。その一方で、児童扶養手当その

ものは減額されているという非常に厳しい状況になっているのですけれども、この中でと

りわけ私が気になるところは、所得ゼロの世帯です。所得ゼロ世帯が 2013年度も 150世帯

いると。537世帯のうち 150世帯、約 3割が所得なしという状態なわけです。これらの人に

対しての支援がどのようになされているのか。児童扶養手当を支給しているだけなのか、

あるいは、そのほかの支援を行われているのかどうか、まずお伺いいたします。 

それから、143ページのひとり親などの医療費助成について、お伺いいたします。 

ひとり親助成の医療費、子どもに対しての医療費助成件数はともかく、ひとり親の親に

対する助成が増えているという状況です。2010 年、平成 22 年が 500 件から 2013 年は 567

件ですか、567人というようにしたらいいのか、こういうふうに増えているという実態がど

うなのか。おそらく、ひとり親への助成ですから入院が増えているということでしょうか、

その辺のところをお伺いいたします。 

それから、保育園についてお伺いいたしますが、まず、保育所の保護者の保育園費の支

払いで歳入の 15ページに書いてございますけれども、収入未済が毎年増えているという状

況について、どのように考えていらっしゃるのか。その原因と対応について、どうお考え

になっているのか、お伺いいたします。 

それから、子ども・子育て支援の関係が国の施策によって著しく変更になってきている

わけですけれども、来年度からもかなりの変更になります。そういった中で、事業者が非
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常に気にしていることの一つが市独自の上乗せ支援ですけれども、これは、先日の議会で

も質問したのですが、重ねて確認のためにお伺いいたします。市独自の上乗せ補助として

保育士の加配だとか牛乳代の支給、障がい児保育の加配だとかいうことをやられていると

思いますが、平成 25年度についてはこれらの補助金 8879万 7000円が支給されているとい

うことで、これが平成 28 年あるいは 29 年度の保育運営状態が変わりますけれども、変わ

っても独自の支援が変わらないのかどうか再度、お伺いいたします。 

 

鈴木委員長 

 冨田主査。 

 

冨田次世代育成担当主査 

 それでは、児童扶養手当について、ご説明申し上げます。 

児童扶養手当が 21年度から上がっている状況につきましては、父子家庭が対象となった

ことによる受給対象者の増となっております。また、父子につきまして、現在増えている

部分につきましては離婚の形態等ありまして、こちらでもきめ細かく離婚届の窓口の際に

児童扶養手当の周知徹底を図っているところでございますので、そういう流れでこちらへ

いらっしゃる方が結構いらっしゃるということで捉えております。 

また、所得ゼロ世帯につきましての支援でございますけれども、私どもの母子・父子自

立支援員、10 月から名称が変わっておりますが、こちらが離婚等の相談の時に各個人にお

話を伺わせていただいております。その中で、就職の支援ですとか就職につながるような

資格取得の支援も行っておりまして、まず所得を上げていくということがご本人の自立に

一番つながるものですから、そういう形でお手伝いをさせていただいているということで

ございます。なお、離婚 1 年目ということなりますと、通常は夫の扶養に入っている妻が

ほとんどでございます。一般的には前年所得がゼロという形でかなり多くございますので、

2年目以降もゼロというところが結構出てくるとなると、私どものほうでも就職の支援等を

行っているという状況でございます。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 三澤主査。 

 

三澤医療給付担当主査 

 ひとり親家庭医療について、お答えいたします。 

ひとり親家庭医療については、親は入院だけの助成という制度になっております。24 年

から 25 年と親の受給者数は増えておりますが、親の入院の件数が減ったということです。

あと 24年については、長期入院で総医療費の高い親の入院がありまして、24年だけ医療費
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が伸びているような形にはなっております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 鈴木主査。 

 

鈴木保育担当主査 

 保育料の収入未済額が年々増えているということについて、お答えいたします。 

確かに収入未済額は増えています。われわれ担当者も夜間催告をするですとか、それな

りの努力はしているのですけれども、なかなか収納率が上がっていないのが現実です。 

補助金ですが、今までどおり保育士の加配に関するものについては継続する予定ですが、

それ以外の補助金のメニューについては、27 年度からの子ども・子育て支援新制度の中で

公定価格の中に今でいう支弁のほうに相当入ってきている補助のメニューがあるものです

から、そのまま補助を出してしまうと二重になってしまいますので、その辺りを内部で精

査して検討をしている最中です。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 児童扶養手当について、お答えが聞き取れなかったので、再度、お伺いいたします。 

所得ゼロの世帯が大体 150件ということで、ずっと続いてきているんです。ですから、4

年も 5 年も所得ゼロという実態の方がかなりいらっしゃるのではないかと思うのですけれ

ども、その辺のところを確認させてください。そして、所得ゼロがどういうことかという

ことですけれども、年収で見ますと大体 73万円以下ぐらい、月収でみれば 6万円以下とい

うことです。そういう状態の中で、4万円ぐらいの児童扶養手当が生活する上でこの上なく

貴重な収入になっているのが実態だと思います。 

ここで、生活保護との関係について、お伺いいたします。 

ひとり親と小学生 1人の家庭の場合、生活保護費としては 15万円程度になると思います。

こう考えますと、15 万円の生活保護をもらったほうがはるかに生活が楽になるというのが

実態じゃないのでしょうか。しかしながら、通勤や病院等への通院のために自家用車がど

うしても必要だということであって、生活保護を受けるとした場合には車を手放さなけれ

ばいけないと。そうすれば、逆に生活の手段が失われてしまうということで、やむなく生

保を受給しないで歯を食いしばって仕事を掛け持ちして頑張っている方がかなりいらっし

ゃるのではないかと思います。これらの人に仕事の場の提供や安い公営住宅の提供などの
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支援もしていくべきではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。そうでなければ、

所得ゼロ世帯数は減らないと思います。生活保護の点からも、非常に矛盾した状態になっ

ているのではないかと思います。早く仕事に就きなさいということで、一生懸命仕事に就

かせるような支援をしている一方で、自家用車はだめですという形だったらば、これはど

うにもならないんです。一方では支援をしながら、一方ではだめだと押さえつけているち

ぐはぐな制度の運用になっているのではないかと思います。こういうように、児童扶養手

当受給の実態から見ても生活保護の基準も少し変えていくべきではないかと思いますので、

合わせてお伺いします。 

それから、ひとり親の医療費助成で入院が増えているというご答弁だったと思いますが、

入院が増えているということは、それだけ重病になって入院してしまうという状況ですか

ら、入院に至る前の通院の助成というのが是非必要だと思います。現に北斗市だとか恵庭

市では、ひとり親の親の通院費補助もしているわけですから、是非当市においてもそうい

う補助の拡充をするべきではないかと思います。 

子ども医療費についても見てみますと、助成額は増えていないんです。乳幼児医療費助

成合計は、例えば 2011 年は 1 億 1800 万円、これが 2013 年度は 1 億 1200 万円ぐらいです

から。今後、小学生の通院の助成が増えることによって、若干この辺はまた変わってくる

でしょうけれども予想したほど増えていない状況ですから、子ども医療費助成についても、

この際、もっともっと小学校、中学校まで通院の助成も拡充するべきではないかと考えま

すけれども、いかがかお伺いをいたします。 

それから、保育園について収入未済を防ぐための対応はされているのでしょうけれども、

なぜ、このように収入未済が増えているのか。払いたくても当月、あるいは次の月に払う

ことができないほど困窮な状態になっているのか、あるいは非常に手続が面倒くさくて払

えなくなっているのか、その辺についてはどうなのでしょうか。 

 

鈴木委員長 

 冨田主査。 

 

冨田次世代育成担当主査 

 児童扶養手当について、お答えいたします。 

児童扶養手当の所得ゼロの方の中には児童扶養手当の受給者であり、かつ生活保護の受

給者である方もいらっしゃいますので、そういう形でゼロの方は相当数いらっしゃると捉

えております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 土山課長。 
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土山国保医療課長 

 ひとり親医療と子ども医療ということで、お答えさせていただきます。 

ひとり親医療の親御さんへの助成は、今、委員がおっしゃった北斗市、恵庭市等ではや

っておりますけれども、北海道医療助成事業の道の全体として見ますと、やはり少数にな

ってございます。北広島市の医療助成事業、重度医療とひとり親医療、子ども医療、全体

の中で考えますと、やはりこども医療の助成が先ということで、来年度につきまして、子

ども医療の小学生の通院に取り組むとなってございます。 

子ども医療の助成金額が少なくなっているということは、少子化ということもありまし

て、若干、医療費のほうも助成額が落ちております。ただ、平成 23年度のようにインフル

エンザ等がはやったことで、通院の医療費が多かったという年もございます。ここ 1、2年

は落ちついておりますことから子ども医療の助成も少し金額は伸びておりませんけれども、

また、インフルエンザとか感染症等の疾病があった場合には通院が多くなるということも

考えられます。また、現在取り組んでおります子ども医療の助成の見込みでも、助成金額

では 5000万円程度掛かる見込みとなっておりますことからも、現在は子ども医療の拡大に

取り組むということで対応していきたいと思います。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 鈴木主査。 

 

鈴木保育担当主査 

 保育料の未済の関係について、お答えいたします。 

手続的には、コンビニ納付なども増えてきていまして、以前よりも充実している形にな

っております。 

回収に向けての現場の努力も以前と変わらず継続しているのですが、保育所に入所をし

ていただく保護者の階層の中で、母子家庭が若干増えているのと、現場で入力している立

場として、全体的に保護者の方の収入が落ちている傾向にあるものですから、その辺が未

済額の大きいことにつながっているのかなと考えております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 大坂主査。 

 

大坂生活保護担当主査 

 生活保護の関連で自動車の基準について、お話しさせていただきます。 

生活保護につきましては、国から事務の取り扱いについての実施要領が示されており、
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その実施要領によって事務を行っています。自動車については資産と見なされ所有ですと

か使用は原則認められておりませんが、身体障がい者の方で公共交通機関を使うことがで

きない方が改造した自動車で通勤しなければならない場合ですとかは特別に認められてい

る状況でございます。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 しかしながら、生活保護の自動車の関係について秋田県なんかは、運用を非常に緩めて

拡大をしています。そういう形で、今の答弁にありましたように、原則、禁止ということ

ですけれども例外規定があるわけですから、秋田県なども参考にしていただいて、是非、

どうしても必要な方々には自動車も使っていただく中で仕事をしていただいて、仕事をし

ていただければ、その分仕事で得た収入のすべてではないですけれども、7割とか 8割を生

活保護費から差し引くことができるわけです。決して、市の負担が増えるということでは

ないわけですから、運用をもう少し弾力的にしていただきたいということを申し上げて、

質問を終わります。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 それでは、いつもの質問の延長になるかと思うのですけれども、次年度の予算に是非、

活かしていただきたいという思いで質問をさせていただきます。 

まず初めに、123ページの高齢者支援サービス事業で、昨年も質問をしました除雪サービ

スについて、なかなかボランティアの確保が難しいということだったのですけれども、昨

年度はどうだったのかと、今年度、もうすぐ雪が降ってくるわけですが、今年度の見通し

はどのようになっているのかをお伺いします。 

それから、配食サービスも事業評価を見ますと、計画数 5万 6580食に対して実績 4万 2951

食ということで計画した数よりも少ないのですけれども、独居の方もどんどん増えていっ

て、なかなか 1 人分の食事を作るのが大変になってくるということで、この配食サービス

の需要も高まってくるのではないかと思います。また、次年度からの介護保険の改正に伴

って生活援助のサービスがいろいろと制限されてくる中で、やっぱり健康を支える上で重

要な配食サービスの必要性が多くなってくると思うのですけれども、この辺の結果につい

てはどう考えていらっしゃるのか、お伺いします。 

それから、緊急通報サービスを利用されている方は 147 名ということですけれども、こ
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れに関連して、25 年度、孤独死というかおうちの中で人知れず亡くなっていた方はどのく

らいいらっしゃったのか、お伺いします。 

続きまして、ミニデイサービスの事業ですけれども、この実施団体が 12、地域のお茶の

間の実施団体が 6 つとなっていますが、こちらの活動実態はどうなっているのか、お伺い

します。 

それから、地域支え合い体制づくり事業で昨年も質問したのですが、白樺町の支え合い

の所があると思います。こちらは、認知症の方に結構、特化という施設だと思うのですけ

れども、家族の方が相談にきやすい環境整備、そして、小ぢんまりとした場所なので是非、

温かい雰囲気、アットホームな感じで、特に北広団地は高齢化も進んでいますので、相談

にいきやすい体制を作ったらいいのではないかと思います。昨年も認知症のオレンジカフ

ェの話をしたときに検討してみるというお話だったのですが、例えば、この支え合いの白

樺町のところでオレンジカフェを開催するとか。確か、2、3 日前の朝日新聞にも載ってい

ましたが、民間、NPOでいろいろやっているところはあるのですけれども、まず行政が率先

してオレンジカフェを開催して、そこに牽引していくというお話もありましたので、その

ようなことができないのかをお伺いいたします。 

それから、126 ページの障がい者相談支援事業で個別の支援計画、2015 年 3 月までに目

標として立てていくということだったのですけれども、こちらの進捗状況はどのようにな

っているのか、お伺いします。 

次に、福祉センター運営経費で昨年も同じようなことを聞いたかと思うのですが、昨年

の答弁では大規模改修の話も出ていましたけれども、それから話がどのように進んでいる

のか。今、社協ですとかみらいとか、いろいろな団体が入っていると思いますが、今入っ

ていらっしゃる団体からいろいろな意見や希望が出ていないのか。 

それと、先日の一般質問の中でも権利擁護支援センターの話が出ていましたけれども、

このまま社協と連携してやっていくことになりますと、あそこの施設での環境で十分なの

かということも踏まえて、今後、どのように進めていくのかをお伺いします。 

それから、130ページの母子自立支援相談事業、家庭児童相談室運営事業、ひとり親家庭

支援事業と板垣委員のほうからも質問がありましたけれども、今、すごくひとり親の貧困

のことが問題となっていると思います。特に DVが社会的にも問題になっていて、こちらの

問題は、お母さんだけではなくて子どもにもすごく大きな影響を及ぼし、貧困の連鎖につ

ながっていく。そして、暴力から逃れるために名前や住所を隠してという過酷な状況にな

っているわけですけれども、この DV被害者の当市における実態というのは、どのようにな

っているのか、お伺いします。 

それから、136ページの子どもの権利推進事業について推進会議が何度か開催されている

のですけれども、私が知っている限りでも、初めの会議も含めて非常に会議の時間が短い

会議、30 分くらいで終了している会議が 3 回くらいありました。たくさんの委員の皆さん

がいるので、スケジュールを調整して会議を設定するのはなかなか大変かと思うのですけ
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れども、やはり、事前に資料を配付して会議でしっかりと意見を出しやすいような環境を

整えるとか、費用弁償も出ているわけですから、委員の方もすごく居心地が悪いのではな

いかと思います。やっぱり、中身のある会議にすべきかと思うので、この辺についてはど

のようにお考えになっているのかをお伺いします。 

最後にもう 1 つ、ファミリーサポート事業で順調にこの制度が利用されていることはわ

かるのですが、やはり協力会員がなかなか伸びないのが課題なのかと思いますので、この

辺はどのような対策をされているのか、お伺いします。 

 

鈴木委員長 

 川口主査。 

 

川口高齢者福祉担当主査 

 まず 1点目の除雪ボランティアの平成 25年度の実績数でございますけれども、除雪サー

ビスを受けられた方々につきましては 271 件でございます。そのうち、ボランティアが担

い手として行っていた件数が 80件、残りの件数につきましては民間事業者ですとかシルバ

ー人材センターとなっております。 

平成 26 年度の見通しにつきましては、現在、平成 27 年度から始まります高齢者福祉計

画等を策定中でございますので、その中で今後の方向性等につきまして考えていきたいと

思っております。 

次に配食でございますけれども、配食数は確かに減っておりますけれども、実利用者数

につきましては、平成 25 年度 304 名、平成 24 年度が 286 名の方ということで、利用者数

につきましては増加傾向にございます。ただ、1週間、配食を受けられますけれども、1週

間毎日とらないという方も増えております。同居はしていない地方にいらっしゃるご家族

の方の支援が最近増えてきていることが実態でございます。 

次に、孤独死の実態ですけれども、市のほうで完全には数字を押さえていませんが、現

在押さえている数字につきましては、平成 25年度 8件となっております。男性の方が 7名

で女性の方が 1 名。年齢構成につきましては、86 歳以上の方が 1 名、80 歳から 85 歳の方

が 2 名、76 歳から 79 歳の方が 1 名、70 歳から 75 歳の方が 1 名、65 歳から 69 歳の方が 2

名、65歳未満の方 1名という数になってございます。 

次に、ミニデイの実績についてでございますけれども、平成 25年度はミニデイの開催回

数が 557回、利用者が 8657名、地域お茶の間につきましては開催回数が 126回、参加者は

2036名という数字になってございます。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 冨田主査。 
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冨田次世代育成担当主査 

 それでは、DVと子どもの権利につきまして、まず DV被害者の実態ということでございま

すけれども、私どもの母子・父子自立支援員のほうで相談支援等の業務を行っておりまし

て、昨年度 1年間につきましては、延べ 138件のご相談をいただいております。昔ですと、

こちら母子生活支援施設に入所とかいう形、あるいは緊急一時保護という形で保護施設に

入所ということがよくあったのですけれども、近年は、札幌にあります道の援助センター

あるいは、まっすぐ厚別警察署にこちらからお連れして、相談対応していただくことが増

えてきております。女性相談援助センターにいく際にも私どもがお連れをして、あるいは

ご紹介をしていくというようなケースになってございます。 

次に、子どもの権利推進事業につきまして資料は、なるべく事前に配布して目を通して

いただき何か質問がありましたら事前にお寄せくださいということでご案内させていただ

いております。 

会議の長さということでございますけれども、前々回の会議につきましては 1 時間半以

上にわたりまして活発な議論をいただきまして、かなり内容のほうに反映させていただい

たという部分もあります。今後とも資料等の配布につきましては、なるべく早めにという

形で進めてまいりたいと考えております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 高齢者支援関係の中で地域支え合い体制づくり事業の答弁が漏れていましたので、お答

えさせていただきたいと思います。地域支え合いセンターにつきましては、現在のところ

認知症の家族の方を支える認知症支え合い員の派遣事業ですとか、認知症サポーターの養

成講座を実施しております。今後は認知症地域支援推進員の資格なども取得しております

ので、認知症に係る事業を展開していきたいと思います。相談につきましてもその中で体

制を整えていきたいと考えております。 

また、オレンジカフェにつきましては、現在、介護保険事業計画を策定中でございます

が、その中で認知症施策の推進ということで事業の展開も求められておりますことから、

地域支え合いセンターに限らず市内の各地域で、事業の展開なども含めて検討していきた

いと考えております。 

以上であります。 

 

鈴木委員長 

 川又主査。 
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川又障がい福祉担当主査 

 計画相談支援の進捗状況について、回答させていただきます。 

平成 25年度末でいいますと、18歳以上の方で達成率 45%、18歳未満の方で 48.8%という

進捗状況になっております。今年度最終年でございますので、われわれといたしましても、

すべての障がいのある方のサービスに支障をきたさないという部分で計画相談支援につい

て、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用しまして、計画相談支援のサポート業務を行

う方を合計 2名、計画相談事業所に配置し進めているところであります。平成 26年 9月末

現在でいいますと、18 歳以上の方で進捗率 69.6%、18 歳未満の児童の方で 96.8%というこ

とになっておりまして、これらのことを考えますと、今年度内の達成はできるものと考え

ております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 徳村次長。 

 

徳村保健福祉部次長 

 福祉センターの大規模修繕につきましては、いろいろな検討が現在なされているところ

でございます。実際のところ、大規模修繕で今までの機能やさらに充実を図ることが可能

か、また、一緒にある急病センターの関係もございますし、それらを一体的に考えなけれ

ばならない。さらには、保健福祉部としても保育園が団地に 2 園ございます。そういった

建て替えの際には、当然、今の位置というわけではございません。老朽化が進んでいます

けれども、現位置の敷地でというわけにもいきません。保健福祉部所管の施設もトータル

に考えたいといったことがございまして、企画財政部と今検討をしているところでござい

ます。市内部でいいますと公共施設の整備計画もトータル的に考えなければならないとこ

ろもございます。今、鋭意検討中ということでご理解をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

それと合わせまして、権利擁護センターのことでございますが、福祉センター内に入っ

ております社会福祉協議会の事務所の中では、いざオープンという段階ではちょっと手狭

だと考えてございます。ただ、社会福祉協議会と協議中ではございますけれども、委託の

際には手狭といった場合には貸し事務所で考えてございます。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 織田主幹。 
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織田子育て担当主幹 

 ファミリーサポートセンターの協力会員についてのご質問に、お答えいたします。 

利用会員が 417 名、協力会員が 55 名、両方会員が 24 名となっておりまして、活動回数

が 983 件と昨年より増加いたしました。今年度もファミリーサポートセンター協力会員講

習会を行い、9名ほど加入いたしました。私事都合で辞められる方もいらっしゃって、協力

会員数は横ばいとなっておりますが、現在、お断りすることなく利用者にご不便はおかけ

しておりません。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 最初に除雪サービスについてですけれども、なかなかボランティアの確保が難しいとい

うことで、民間の事業者ですとかシルバーに委託することが多くなってきているというこ

とですが、ボランティアも委託する料金について違いはないのか、お伺いします。 

それから配食サービスについて、実数は計画数よりも少ないけれども、利用されている

方は増えてきているということで、これらの除雪サービス、配食サービス、高齢者の支援

サービスがいろいろあるかと思うのですけれども、次の改正で市町村の責任がとても多く

なってくるというところでは、この介護保険のサービスに限らず、除雪ですとか買い物で

すとか、本当に地域の助け合いがすごく必要になってくると思いますので、こういう生活

支援サービスの担い手を確保していくのはなかなか大変なことかと思います。育成といい

ましょうか、こちらのほうについては、どのように考えていらっしゃるのか、お伺いしま

す。 

それから、孤独死の件数は把握しているだけで 8 件ということですけれども、普通に考

えますと、これらの方達に民生委員が伺っていたり、介護支援センターの方が関わってい

たり、中には外からのいろいろな支援を拒絶する方もいらっしゃるかと思うのですけれど

も、この辺の支援の手が届かないような状況にあったのかどうか、その辺の総括というの

でしょうか、そういうのをしていらっしゃるのかどうかをお伺いいたします。 

それから、ミニデイサービス事業ですけれども、すごくたくさんの回数、たくさんの方

がここを利用されているということで、これからは地域での歩いていける範囲に高齢者の

方ですとか障がいを持った方がおしゃべりしたり、体操をしたり、ときにはご飯を食べた

りするサロン的な居場所が地域の中にたくさんできることが必要かと思います。他の市町

村によっては、本当に小さいところをたくさん作っていくことで、手を挙げたところには

細かく助成をしていくという施策を取っているところもあるのですけれども、こういう地

域のサロンを増やしていく、例えば空き家を利用するとか既存のいろいろな公共施設を利
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用するとか、いろいろなことがあるかと思いますが、この辺の支援についてどう考えてい

らっしゃるのか、お伺いいたします。 

それから、地域支え合い体制づくり事業の支えセンターについて何回もいっているので

すけれども、あの場所は隣にコンビニがありますし、すごくあそこを利用している人など

も多いですし、近隣には高齢者の方もたくさん住んでいらっしゃるので、先ほど課長がお

話になったように、認知症支援推進員の方達もいろいろな資格をお取りになって、認知症

の相談に乗れる体制ができているということであれば、まず市のほうから是非率先して認

知症の方が介護サービスを使う前に、例えば日中相談にいって過ごす体験といいましょう

か、そういう認知症について相談できるカフェのような場所をまず、造っていったらいい

のかと思うのですけれども、その辺について再度お伺いいたします。 

それから、障がい者の相談支援事業については、私も人が十分なのかということをとて

も心配していたのですが、緊急雇用で 2 名の方が配置されたということで、その辺につい

ては安心いたしました。 

それから、母子自立支援事業、ひとり親の DVなどの相談についてですけれども、先ほど

板垣委員の質問の中にもありましたが、当市ではなくて厚別警察署ですとか、札幌のほう

に紹介して終わりということになっているのかと思います。やっぱり、この被害者の方達、

例えばシェルターとかいろいろなところに入ったりということもあるかと思うのですけれ

ども、シェルターを出てからの生活がものすごく大変だという話を聞いて、特に就労にな

かなか結びつかないということを聞いています。それは、先ほど医療費の話もありました

けれども、被害者のほとんどの方が心身の不調を訴えて複数の診療科を受診している実態

もあるということなので、退所後の支援というのでしょうか、紹介してそれっきりという

ことになってしまうのか、その辺について、お伺いいたします。 

それから、子どもの権利の推進事業についてですけれども、確かに 1 時間半ですか、活

発な意見が出た会議もあったかもしれませんが、やはりすごく短い時間で終わってしまっ

た会議もあるので、これから是非しっかりと中身のある会議にしていってほしいと思いま

す。この推進事業の中でももちろん話されていると思うのですけれども、子どもの権利に

ついて、11 月、来月は権利の推進月間になっていると思いますので、去年のイベントの効

果と今年度 11月の月間中に計画されていることがあれば、教えてください。 

 

鈴木委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 除雪サービスにつきましては、民間事業者、シルバーとボランティアということで、同

一の金額で実施しております。 

配食サービス等に係るボランティアの担い手の確保についてでありますが、いろいろな
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サービスにボランティアということで市が募って、すぐに応募が集まるとは考えておりま

せん。今後につきましても、いろいろな計画の中でボランティアの協力を得ていかなけれ

ばならないと考えておりますので、地域の会議等の中で社会資源の把握を行うとともに、

今年から実施しております介護支援ボランティアの高齢者の応募もたくさんございました

ので、潜在的にボランティアになり得る高齢者も含めて担い手はあるのではないかと考え

ております。今後につきましても、ボランティアの掘り起こしを進めていきたいと考えて

おります。 

ミニデイサービスにつきまして空き家等を利用した形でサロンを実施してはということ

ですが、ミニデイサービスにつきましては、高齢者の居場所づくりということで市として

も重要な施策であると考えております。この事業の推進につきましては、今後実施してい

きたいと考えておりますが、どちらかというと市民団体等の自主的な活動の中で実施して

いただきたいと考えております。つきましては、空き家等を市のほうで確保をして実施し

ていくというのは、今のところ考えておりません。 

支え合いセンターにつきましては、認知症地域支援推進員を配置して体制は整えており

ますけれども、実際認知症の方の相談を受けるとなりますといろいろな知識等も必要にな

ってきますので、この体制につきまして高齢者支援課の保健師などと協議をしながら十分

行えるような体制にしていきたいと考えております。 

認知症カフェにつきましても、あそこの場所では今のところ検討していないところです

が、今後につきまして地域支援事業の中で市内全体の中で認知症カフェ等も必要なことか

ら、検討していきたいと考えております。 

以上であります。 

 

鈴木委員長 

 野切主査。 

 

野切高齢者相談担当主査 

 続きまして、孤独死のケースといいますか、自宅で亡くなっているケースとして市で把

握した件数が先ほど 8 件とご報告させていただきましたが、この事例に関しましては、ど

ういう連絡経路の中で発見されたかですとか死亡状況といったものを、ある程度支援の振

り返りという形で結果を確認しているところです。8件のうち 4件に関しましては、介護サ

ービスや公的な福祉サービスのご利用がない方でしたが、別居のご家族または近隣の方が

発見されておりまして、死亡が推定される日から発見まで、1日から 2日ぐらいであるケー

スがほとんどと押さえております。 

以上です。 
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鈴木委員長 

 冨田主査。 

 

冨田次世代育成担当主査 

 DV の退所後の支援ということでございますけれども、通常、退所した後同じ自治体に戻

ることはあまり多くなく、ほかの自治体に移ることがかなり多くございます。その場合に、

お子さんを通じて元々の市町村の要保護児童対策地域協議会からお子さんの情報をケース

移管という形で得て、その上で親子ともどもの支援を図っているという状況でございます。

それから、私どものほうでそういう事情を把握した場合でございますけれども、利用でき

るような必要なサービスにつきましては提案をいたしまして、連携を取りながら対処して

いるという状況でございます。 

次に、子どもの権利月間につきましては、今年度、イメージキャラクターを募集いたし

ました。去年、各お子さんの手に渡るように小学校から高校までカードを配布させていた

だきました。カードを配布したすぐ後に、お子さんからメールでの相談があったというこ

ともありますので、一定程度の効果はあったのかと捉えております。今年は、キャラクタ

ーを募集しまして、キャラクターの応募が 129 件ございました。その件数というのをどう

評価するかというのがあるのですけれども、お子さん方 1 人ひとりの手に渡るように応募

用紙をお配りしたところ、このような形で帰ってきたというところでございます。今年に

つきましては、権利のキャラクターをお子さん一人ひとりの手に渡るカードに入れること

によって、またお子さん方にそういう成果を還元していき、周知啓発をしていこうと考え

ております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 よろしいですか。 

田辺委員。 

 

田辺委員 

 ボランティアの掘り起こしということを先ほどおっしゃっていましたけれども、これか

ら介護保険財政が厳しくなってくる中で、地域での助け合いの仕組みが本当に重要になっ

てくると思います。地域ケア会議とか地域ごとにいろいろなことがされていて、特に北広

は生活圏域ということで 5 つに分かれていて、世代の若い地域と高齢化の一番進んでいる

北広島団地というところでは、それぞれ圏域ごとに特徴が出ていると思います。ニーズ調

査の結果も、今年は圏域ごとの特徴がわかるようにされたということでしたので、是非そ

れぞれの地域の特徴に合わせて地域ケア会議の充実を図っていただいて、ボランティアの

方がたくさん出てくるように。 
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それと、先ほどサロンの話がありましたけれども、サロンも本当にたくさん支援をする

というのではなくて、自宅でもちょっと開けるような何か少しの助成というのでしょうか、

本当にちょっとのことで、例えば灯油代とかいろいろなことがあると思うのでが、そうい

うので市民の余裕のある方がサロンを開けるような仕組みを是非作っていっていただきた

いと思います。 

終わります。 

 

鈴木委員長 

 ほかに、ございませんか。 

武田委員。 

 

武田委員 

 福祉センターの管理運営業務について、お伺いをいたします。 

福祉センターは貸し館業務を行っている施設であり、決算書 129ページを見ますと約 1000

万円以上の経費が掛っている施設であると認識しています。 

そこで、お聞きしたいのは議会の一般質問でも答弁をされている経費節減など、メリッ

トの大きな指定管理者制度について、福祉センターの運営管理に導入していないのはどの

ような理由からなのか。 

また今後、導入の検討についてどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 

鈴木委員長 

 福島課長。 

 

福島児童家庭課長 

 指定管理者制度の活用につきましては、活用の基本方針の中にコスト縮減ですとかサー

ビスの向上等において効果がある場合に導入を検討することとなっております。福祉セン

ターにつきましては、こども発達支援センター職員が管理事務を行っており、指定管理者

制度を導入した場合には委託料が増額となるのに対し、現在行っている管理担当職員につ

きましては、引き続きこども発達支援センター業務があるということで、人数的に減らす

ことはできない状況でコスト的に直接縮減につながらないことから指定管理者制度を導入

していないものです。 

今後につきましては、コスト縮減等の制度導入の効果が期待できる状況となりましたら、

検討してまいりたいと考えております。 

以上です。 
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鈴木委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 一応、貸館業務をやっているということで、発達支援センターの職員がいないときには、

どのような形で貸館業務をやっているのかについて、お伺いをいたします。 

 

鈴木委員長 

 福島課長。 

 

福島児童家庭課長 

 通常、平日につきましては社会福祉協議会に受付委託ということで行っておりますし、

夜間、土曜日につきましては、シルバー人材センターに委託をして実施しております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようですので、以上で国民年金費を除く民生費、教育費のうち教育総務費の教育振

興費の幼稚園就園奨励費事業及び幼稚園就園準備支援事業の質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

13時まで休憩といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

13時まで休憩といたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休  憩   11時 58分 

再  開   12時 58分 

 

鈴木委員長 

 休憩を解き再開いたします。次に、衛生費の質疑を行います。質疑の方いらっしゃいま

せんか。はい、板垣委員。 

 

板垣委員  

 それでは何点か質問をいたします。まず清掃費 154 ページの清掃事業に関係してお伺い

いたしますけれども、ごみ収集の状況ですがクリーンセンターの報告を見ますと、家庭系



H26.10.20【平成 25年度 決算審査】民生分科会 

33 

 

ごみはだんだん増えてきているんですよね。例えば、資源ごみを含む状態でも平成 21年度

1万 2060何トンから平成 25年度は 1万 2992トンに増えている。一方資源ごみを見ますと、

21 年度 11.84 トンから平成 25 年では 5.15 トンと半分に減っているというような状況のよ

うですけれども、これらの原因とそれから対策をどのようにお考えになってるのかお伺い

いたします。 

それから、清掃対策の負担金ですが、155 ページにあります負担金、補助金及び交付金。

これも不用額が 297万 8000円というように結構多いと思うんですけれども、この不用とな

った原因はどういうことなのかお伺いいたします。 

それから全体のごみ処理費用ですけれども、清掃対策費が 2010年はいろんなことがあり

まして 13億 1700万だったのが、徐々に減ったり増えたりですけれども 2013年度は 6億 2800

万トンと 12年度と比べてもおよそ 3掛け弱程度に減っているのですけれども、この状況を

どのように捉えられているのかお伺いいたします。 

それから生ごみの処理ですけれども、生ごみの処理は家庭系、事業系合わせて相変わら

ず計画を大幅に下回っているという状況ですけれども、これへの対応として今年度ごみ通

信を発行して啓発に努めているということですけれども、その辺も含めて改善の見通しが

あるのかどうか。計画に近づく見通しがあるのかどうかお伺いいたします。 

それから平成２５年度からし尿処理のバイオガス化処理が始まりましたけれども、バイ

オガス化処理による経費の変動がどのようになっているのか。24 年度までは道央環境衛生

組合の事業ということでやっておりましたけれども、25 年度からは北広島市が請け負って

処理するというような形になりまして、環境衛生組合、１市３町ですか。全体のし尿処理

経費及び北広島市の負担がバイオガス化によってどのように変わってきたのかお伺いいた

します。 

 

鈴木委員長 

 高橋課長 

 

高橋環境課長 

 順番ちょっと代わりますけども、負担金の不用となった要因の方からご説明いたします。

主にし尿処理の部分かと思うのですけども、下水道処理センターのほうに処理の委託をお

願いしております。その中で実際に処理センターにかかる費用がかからなかったというこ

とで不用額として出ているものでございます。 

それからごみ処理費用が大きく減額になっている要因なんですけども、そこにつきまし

てその年々によって施設整備のほうが入ってまして、例えば、22 年度でいいますとバイオ

マス利活用整備事業ということで、下水処理センターの受け入れの施設整備を行っており

まして 4億 5000万とか、資源リサイクルセンターの整備も行っておりますのでそこで 4億

という形になっております。25 年度につきましては、この間見ていただきました第 6 期の
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造成の一部が入っておりますけども、そういった部分の入り繰りがございますので事業費

的には大きく下がっている形で、維持費自体の部分については若干増えているという状況

であります。 

それから生ごみの処理についてですが、議員がおっしゃいましたとおり今年からごみ通

信を出してますし、それから年度末ぐらいから転入者に対して黄色い袋で出してください

という啓発チラシのほうもお配りをしております。この効果の部分につきましては今後数

量的な部分を把握していかなければいけないと思っております。それから今年度普通ごみ

に含まれる生ごみの量の分析を各地区ごとに、それから季節ごとに行っております。どの

程度含まれるかということで、普通ごみに含まれている生ごみの量を把握したいと思って

おりますので、その結果を踏まえて例えば地区的に特徴があるでしょうから、そういった

部分でどのような対策ができるかということを考えていきたいと思っております。 

それから 25年度のし尿処理、バイオマスの関係ですけども、組合でやっていたときにつ

きましては約 1 億 5000 万が組合の総事業費としてかかっております。その部分の 4000 万

程度を市のほうで負担しております。約 1 億 50000 万がし尿処理にかかっていた経費とい

うことで、組合のほうにも議会とかありますので議員の手当とか職員の手当とか入ってお

りますけども、それが 1 億 5000 万でありまして、それから 25 年度になりますとその委託

の処理の部分だけを下水処理センターで行っております。それにつきましては約 8000万と

いう形になっております。今後、事務委託を行っていく中でそのような数字になろうかと

思います。 

それから１点目のほうなんですけども、家庭系ごみの増えている要因といたしましては

有料化を含めて一時的に出されたものと分別意識等がある程度進みまして、ごみの搬出量

についてはある程度これまで抑えられてきたかと思います。その反動と言っては変なんで

すけども、全体的にごみが若干増えてきている状態にあると思います。 

それから資源ごみが減った要因としましては、集団資源回収にまわるといったことが大

きな要因ではないかと思っております。以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員 

 

板垣委員 

 そうしますと市が収集する資源ごみが減ったのは必ずしも悪いというのではなくて、集

団資源回収にまわされたということであれば、ちょっと把握していなかったのですけれど

も、集団資源回収についてどのような推移になっているのかお聞かせください。 

それから家庭ごみの漸増ですが、先ほど申し上げましたように1万2000トンから1万2900

トンと約 900 トンくらい増えてきているわけですけれども、これに対して今後の対応をど

うするのか。意識啓発を含めてごみの量を減らしていくためにどうするのかについてお伺
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いいたします。 

生ごみについては、具体的に現在の状態でも家庭系あるいは事業系 40％あるいは 0．何％

というような状態が改善されたとはいえないという状況なのかもう一度お伺いいたします。

それで普通ごみに生ごみの量というのは、25年 7月あるいは 10月に行われた調査ですけれ

ども家庭系の生ごみが 30％ぐらい含まれていると。事業系でも 36％くらい含まれているよ

うな状態で以前の状態よりも少しは減っているかもしれませんけれども、そんなに著しい

減少ではないというように私は捉えておりますけれども、これを地域別に詳しい部分を分

析していくというようなことですけれども、分析をした結果だけでは私はよくならないと

思います。この前の議会でも申し上げたかと思いますけれども、恵庭市は計画を上回るよ

うな非常に大きな効果を上げているわけですよ。生ごみのバイオガス化処理をしてるわけ

ですね。当市と一番違うところは何かというと戸別収集なんですよね。これがやはり非常

に効いているのではないかというように担当の方もおっしゃってましたけれども、戸別収

集をすれば著しく改善されるというようなことを改めて考えてみる必要があるのではない

かというように思います。では戸別収集するには収集の費用が非常にかかるということで

すけれども、最初に申し上げたように清掃対策費ですね。この近似曲線で見ても少なくと

も増えてきている状態ではないかと。減る状況ではないかなと思うのですよね。こういう

状況を踏まえますと、戸別収集によって増える費用は十分賄えるのではないかと思います

けれども見解をお伺いいたします。 

 

鈴木委員長 

 高橋課長 

 

高橋環境課長 

 まず集団資源回収の方ですけども、25年度の資源回収実績ですけども、約 2857トンとな

っております。21年度と比較しましても 21年度が 2665トンということで 21年度より増え

ておりますので、奨励金を上げたということもあるかと思いますけども、ある程度集団資

源回収のほうにまわったというふうに思っております。 

それから普通ごみに含まれた生ごみの関係でございますけども、今年からのきたひろご

み通信ということで出させていただいております。回覧方式ということで、この前の議会

においても重要な部分については、例えば戸別の配布はどうかというご意見もいただいて

おりますので、例えばごみカレンダーといったようなもので家庭の冷蔵庫に収集日を書い

たようなものとか、分別の仕方を載せるといったようなことですとか、そういったもので

意識啓発の部分は引き続き行っていきたいと思っております。 

それから組成分析のお話がありましたけども、毎年こういった形で議員がおっしゃるよ

うに年２回やっております。それを今年は春夏秋冬と季節ごとに、各地区ごとにというこ

とで、季節でこういうものが出やすいとかそういった部分の分析を行っておりますので、
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その結果を踏まえて、例えばどこの地区というのはあるのかもしれないですけども、そこ

のデータ地区においてきたひろごみ通信を出す時にそこの地区の収集状況だけをお知らせ

して、もうちょっと生ごみが混ざってますよといった部分の啓発とかその地区地区に応じ

た対応がある程度できるのではないかと考えておりますので、まず啓発のほうをどんどん、

これまで少なかったのかもしれませんけども、できる限り啓発を引き続き力を入れてやっ

ていきたいと思っております。 

 

鈴木委員長 

 塚崎部長 

 

塚崎市民環境部長 

 それでは私の方から生ごみの収集に関しまして議員のほうから恵庭市との違いが挙げら

れましたが、その中で経費的にごみ収集にしても経費部分ではどう変わるのかというお話

がありました。それで、実際に今までも議会でご答弁させていただいておりますけれども、

実際に戸別収集となりますと今の収集台数ではやはり足りません。そうなると、収集の車

に係る経費、それからそれに乗っていただく人件費等が当然上がってまいりますので、色々

な節約をする中で収集経費をなるべくかからないようにしてきていますけれども、実際に

戸別収集になった場合、約 1億 6000万弱の収集経費がかかっていますけれども、これプラ

ス倍とは言いませんけれどもそれに近いような額の経費は必要になると思っております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員 

 

板垣委員 

 ですから増えた部分は今までの清掃対策経費の状況から見ると、それほど多く増やさな

いでできるのではないかと思うんですけれどね。是非そういう費用対効果というものを検

討してくださいよ。 

それからごみの収集状況ですけれども、普通ごみの中に生ごみが入ってるだとか、ある

いは分別されていないごみも結構あると思いますけれども、私が思う限りではごみステー

ション管理をしてるところとしていないところ。その自治会ですね。ごみステーション管

理を当番制でやってるところとやっていないところとありますよね。そういったようなと

ころの違いもあるのではないか。特に不法投棄だとかあるいは分別不徹底のごみは結構限

られたごみステーションに多いのではないかというように思いますけれども、その辺も踏

まえた個別の指導なりのお願いなりをやはり細かくやっていくべきではないかと思います

けれども、そういったステーションごとの状況について申し上げたような詳しい分析調査
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などされているのかどうかお伺いいたします。 

 

鈴木委員長 

 高橋課長 

 

高橋環境課長 

 ステーションの管理の部分でございますけども、毎月収集・運搬しております委託業者

のほうから不適正排出があった場合についての数等も報告をいただいておりますし、それ

から不法投棄はうちのパトロール員が回っております。あまりに不適正が多いという場合

がありましたら、そこについてはパトロールに含めて指導ということも実際に行っており

ます。 

それから管理されている町内会から不適正のごみ多くて困っているという意見もお伺い

してますので、まずはそこの地区町内だけで回覧していただくような町内会回覧用の PRパ

ンフレットを作ってお配りもしていますし、それがあまりにもひどいということであれば

職員も含めて現地の方で指導をしますし、出されている方の氏名が特定できるということ

であればもっとより良い形で指導というのはできるのかなと思っております。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員 

 

田辺委員 

 それでは３点質問させていただきます。146 ページの乳幼児健診事業なんですけれども、

事業評価でみますと 1歳 6カ月健診の受診率が 102％になっているんですけれども、3歳児

健診では 89％となっているんですけれども、この受診率の低い原因はどのように分析され

ているのかお伺いいたします。 

それから全国の児童相談所が対応した児童虐待の件数、これは 7万 3765件と昨年度より

も 7064件多く、統計をとり始めてから毎年のように増え続け過去最多を更新しているとい

うことですけれども、ここで見ますと子ども虐待ケアマネジメント会議を 12回開催、ひと

月に定期的に１回開催されているのか、またはそのときによって開催されているのかわか

らないんですけれども、当市において虐待の事例が増えているのかどうかお伺いいたしま

す。 

同じページの予防接種推進事業ですけれども、子宮頸がんワクチンの接種について 2013

年度 92人となっていますけれども、副反応などの報告はなかったのかどうかお伺いいたし

ます。以前の報告では 2 名の副反応の報告があったということで、この方たちが回復され

ているのかどうか。厚労省のほうでも副反応の被害者について追跡調査などをする方針を

打ち出していますけれども、当市においても接種者に対してアンケート調査などを行った
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ほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

それから、148ページの妊産婦保健推進事業、ちょっとよくわからないのですが出産記念

品の話ですけど、今は観葉植物ということで都市整備課の所管になっていると思うのです

が、子どもが産まれて記念品を贈るというので健康推進課のほうも関わりがあるのではな

いかと思うんですけれども、当市でも出生数 350 人前後ということで少ないですよね。例

えば東川町の君の椅子などはすごく有名ですけれども、この観葉植物ですとか庭に植える

木どちらか選ぶっていうことなんですけれども、子どもを産んだ方、若い世代にとって好

評なのかどうなのかの検証、私の個人的な意見かもしれないんですけれども、もう少しい

思い出に残るような、子どもにとっても残るような、木はもしかすると枯れてしまうかも

しれないので、生まれたことのお祝いということで考え直したらいいのではないかなと思

うんですけれどもその辺についていかがですか。 

 

鈴木委員長 

 影久主査 

 

影久保健指導担当主査 

 乳幼児健診の受診率についてお答えいたします。未受診の理由は、仕事や上の子の幼稚

園の行事で忙しい、健康なので受診の必要性を感じていない、お子さんやお母さんの体調

の不良、定期的に病院に通院しているためなどがあげられます。その年度によって受診率

は変化しますが、例年 90％以上の受診率があります。未受診だったお子さんにつきまして

は、保健師が電話をしたり家庭訪問をしています。保育園に行かれている方は保育園での

状況をお聞きするなど必ず状況確認するようにしております。 

続きまして子ども虐待予防ケアマネジメント事業についてですが、こちらは月１回開催

しており、子育てに困難のある家庭や虐待の可能性がある家庭を予防の段階で検討するよ

うな形になっております。こちらの検討会は、健康推進課の保健師のほか臨床心理士の先

生にも来ていただき、専門的なご意見をいただきながら予防的な対応について検討してい

るところです。その中でこれは虐待の疑いが強いとなった場合は、児童家庭課の家庭児童

相談室に事例を報告するという流れで対応しております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 及川課長 

 

及川健康推進課長 

 子宮頸がんワクチンの受診者の副反応関係にお答えいたします。以前もご質問がござい

ましたが、当市につきましては今のところ 2 名の方からの副反応報告ということで病院か
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ら国に報告がありまして、国から道を通して市に報告がきている状況でございます。1人の

方につきましてはもう回復されたというふうに聞いておりまして、もう 1 人の方につきま

してはまだ把握していないものですから、接種した病院のほうに状況につきまして確認し

てみたいと思います。 

アンケート調査ということなんですけども、今のところ当市の接種者に対する副反応を

起こしている方もかなり少ないということもありまして、この後あまりに増えてくるよう

なことがありましたら、議員がおっしゃるようにアンケート調査等ですとか現状について

の把握が必要になってくるかと思いますけれども、その辺は様子を見ながら考えてまいり

ます。 

それと、妊産婦健診のメモリアル的なものが何かできないかということで、前に道内の

状況を一度調べたことございまして、市町村によっていろんなことを考えているようです。

例えば産まれた時に紙おむつを１年間分プレゼントするですとかそういったことをやって

いると聞いております。今後につきましては、何かそういったものができるかどうか財政

的な部分もございますので調査・検討してまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員 

 

田辺委員 

 メモリアルのことですけれども、植物というのも緑が多い北広島市ということで考えら

れたのかもしれないのですけれども、結構北海道ではウッドスタートと言って木のおもち

ゃを送ったりするところも、おそらくそんなに高価な大掛かりなものでなければそれほど

大きな金額にはならないと思いますし、子どもがすごく減っているというところではもう

ちょっと形に残るようなものがあげられたらいいなと思いますので、今後全ての課に関わ

ってくることかもしれないんですけれども、是非検討していただきたいと思います。 

それから子宮頸がんのワクチンですけれども、近隣ではやはり 2 件報告されているとい

うのは結構多いのではないかと思うんですけれども、石狩とか江別に聞いてもそういう事

例がないと言っていましたので、今すごく全国でも被害者連絡会が各地で形成されていま

して副反応の問題はすごく大きなことになってるんですけれども、この事業評価書でみる

と 2014 年は 900 人の接種ということが計画されて、数字として出ているのですけれども、

まだ国のほうで積極的な勧奨を控えているという方針が出ていない中でこの数字が出たと

いうのはどういうことなのかお伺いいたします。 

それから乳幼児健診で確実にフォローされているということでしたけれども、新聞報道

によりますと、やはり乳幼児健診が未受診で所在不明の乳幼児が全国で 4716人いるという

ことがすごく話題になりましたので、やはり何らかの理由で健診に行くことができないお
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母さんがいるということで健康上の理由とかお仕事休めないとかいろんな原因があると思

うんですけれども、子どものそういう心配事というのはやっぱり早期に発見して対応して

いくためにもやはり健診はすごく大事だと思いますので、この未受診者のフォローについ

て確実に行われるようにお願いしたいと思います。 

それと虐待の件なんですけれども、当市においては虐待は増えてはいないという認識で

いいんですね。複雑な相談というような事例はないというふうに判断していいのでしょう

かお伺いいたします。 

 

鈴木委員長 

 影久主査 

 

影久保健指導担当主査 

 虐待の数につきましては、児童家庭課で押さえております。 

 

鈴木委員長 

 及川課長 

 

及川健康推進課長 

 子宮頸がんワクチンの来年度の数値が国から示されたということで、議員おっしゃるよ

うに子宮頸がんワクチンの差し控えにつきましては 25年 6月に国で差し控えがございまし

て、その後一年半近く現在経っている状況なんですけども。今年 7 月に厚生労働省のワク

チン副反応の合同会議というのがございまして、その中で引き続き積極的な勧奨について

は差し控えの措置を継続するという形で、とりあえず今のところ国の方向性は出ている状

態です。ただ、この後また勧奨が復活になるかどうかという部分は国の状況次第にはなる

のですけれども、ただ一応そのままにしておくわけではなく、国のほうでは先ほど議員お

っしゃったように追跡調査ですとかそういったことも現在やっております。 

また、国はワクチンの接種に対する新しく改正した接種者向けのリーフレットを追加し

て出しているということで、それも新しい対策として聞いております。そちらは当市のホ

ームページのほうにも載せております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員 

 

田辺委員 

 私もホームページ見ましてとても詳しく書かれていますが、ホームページにたどり着け
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ない方もいると思いますので、受ける方が確実に現状とか副反応の事例があるというリス

クもちゃんとわかるような方策をとっていただきたいと思います。 

それと子宮頸がんの、がん検診のほうにもかかわってきますけれども、私の見間違いか

もしれませんが、ホームページに 2 年に 1 度無料クーポン券が出るというふうに書いてあ

ったのですが、これが子宮頸がんに関しては年齢制限とかそういうのがあるのか。若い人

を対象としているのか。この 2 年に 1 度の無料クーポンというのは、どういうふうになっ

ているのかお伺いします。 

それと虐待予防ケアマネジメント会議というのはあくまでも虐待の予防をする会議で、

事例ではないということですね。わかりました。 

 

鈴木委員長 

 十河主事 

 

十河健康推進課主事 

 ホームページのがん検診についてお答えいたします。乳がん検診ですとか子宮頸がん検

診について 2 年に 1 回と書いているのは、クーポン券ではなくて受診券の発行についてで

す。市が補助をして一部市民の負担ということで受けていただくのは 2 年に 1 回補助が適

用されます。クーポン券の方に関しては、去年までは 5 年に 1 回ということで、子宮頸が

んであれば 20 歳から 40 歳までで 5 歳刻みの年齢の方を対象としてクーポン券を発行して

いましたが、本年度からは事業が縮小になりまして、子宮頸がんに関しては 20歳の方限定

という形でクーポン券をお送りしておりまして、それと同じ事業の中に特例として今年度

に限ってコールリコールということで、過去 5 年間クーポン券をお送りしていたのですけ

れども、クーポン券を使わなかった方で市の補助で 1 回も検診を受けていない方に対して

は、もう一度無料で受けられる機会を設けようという事業をやっております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 ほかにございませんか。武田委員 

 

武田委員 

 決算書 151 ページ火葬場運営管理業務についてお伺いいたします。この施設は年間 1790

万円ほどの経費で運営している施設であり、職員がいないということを認識している施設

でございますけれども、議会の一般質問でも答弁をされています経費の削減などメリット

の大きな指定管理者制度について火葬場の管理運営業務に導入されていないのはどのよう

な理由から導入されていないのか。また今後、導入の検討ついてはどのように考えておら

れるのか、お伺いをいたします。 
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鈴木委員長 

 志村主査 

 

志村衛生・霊園担当主査 

指定管理者制度につきましては平成 16年 9月以降全庁的な検討に入りまして、当課とし

ても導入が可能な施設であると認識しております。しかしながら、今回の市長公約にも、

また過去の議会答弁にもありますとおり、老朽化が進む公共施設等の計画的な整備の一環

として火葬場もその一部に入っておりまして、火葬場につきましては広域的な使用の検討

なども行っておりますので、その結果を踏まえて進めてまいりたいと思います。また、検

討といいましても指定管理の勉強という形で導入の可否はもちろん先進自治体の導入例の

研究、あわせて導入する場合の委託の内容なども含めて、勉強している最中でございます。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 武田委員 

 

武田委員 

 よくわかりました。今後もこういうものに対して調査研究をして導入を検討していただ

きたいと思います。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようですので、以上で衛生費の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休  憩   13時 35分 

再  開   13時 36分 

 

鈴木委員長 

 休憩を解き再開いたします。次に、霊園事業特別会計の質疑を行います。 

武田委員 

 

武田委員 

 先ほどの流れですけれども、決算書の 293 ページ、霊園特別会計ですね。霊園の管理業
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務委託についてお伺いをいたします。先ほども聞ききましたが、議会の一般質問等で経費

の削減などメリットの大きな指定管理者制度について市内の都市公園管理には指定管理者

制度を導入していますが、公園管理と同じような類似した業務である霊園管理業務に指定

管理者制度を導入していないのはどのような理由から導入されていないのか。また今後、

この導入についてどのように検討をしていくのかお伺いをいたします。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 志村主査 

 

志村衛生・霊園担当主査 

 先ほどと同じように指定管理者制度につきましては、平成 16年 9月以降検討して、霊園

につきましても導入が可能な施設として認識しております。ただし霊園の場合は、敷地内

の清掃、樹木のせん定など管理業務のほか、墓地への焼骨を、埋蔵する手続、使用者等の

墓地に関する多くのサービス等が提供される事業でもございます。従いまして、指定管理

者制度の導入については大いに期待されることも効率という部分でも考えてございます。

しかしながら、平成 24年、25年と新たに貸し付ける墓地の造成がありました。また、現在

進行しております平成 27年度予定の合葬場の整備などの事業が続いておりまして、指定管

理の対象となる施設の部分も変化が続いていることなどから、今まで導入については難し

い状況であったと考えております。ただし、今後合葬墓の整備ののち、制度の導入を進め

てまいりたいと考えておりまして、現在こちらにつきましても他自治体の先進事例等につ

いて研究しております。研究の内容について申し上げますと、導入例の調査はもちろんで

すが、導入する場合、特に指定管理者側と市役所側の責任の区分、これは全国によってい

ろいろあり方がございます。そのほか霊園の場合、指定管理全体で申し上げますけれども、

受け手であります管理者の自主事業についても考えて進めてまいりたいと思いますので、

このようなことも含めて本年今勉強しているところでございます。 

以上でございます。 

 

鈴木委員長 

 武田委員 

 

武田委員 

 よくわかりました。大いに研究・勉強して導入に向けて検討してみてください。よろし

くお願いします。 

以上です。 
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鈴木委員長 

 ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようですので、以上霊園事業特別会計の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休  憩   13時 39分 

再  開   13時 41分 

 

鈴木委員長 

休憩を解き再開いたします。 

次に、国民健康保険事業特別会計の質疑を行います。質疑のある方、いらっしゃいませ

んか。板垣委員 

 

板垣委員 

何点かお伺いいたします。国民健康保険の固定減免ですね。7 割減免、5 割減免、2 割減

免とございますけれども、このうち特に 7割減免については、実績が 2734世帯になるかと

思いますけれども、そういう押さえでよろしいのでしょうか。7割減免の該当は所得ゼロ世

帯あるいは所得 33 万円以下が大体 7 割減免になると思いますけれども、そうしますと 33

万円以下と所得ゼロの世帯が平成 25 年度は 3004 世帯ですよね。それで 33 万円以下が 647

世帯ということで、合わせますと 3651世帯は所得 7割減免、あるいはもう少しこの世帯が

増えるのかもしれませんけど、そういう世帯数に対してこの実績が 2734世帯ということで、

所得がゼロか 33万円以下と非常に少ない状態にもかかわらず 920世帯ぐらいの方が 7割減

免の対象になってないということになるんでしょうか。もしこういう押さえ方だとすれば

非常に対象外の、所得が少ないにもかかわらず減免対象になってないという人が多いよう

に思うんですけれども、この辺の実態と理由についてお伺いいたします。 

それから国民健康保険法第 44 条適用の減免者数については平成 25 年も該当ゼロという

ようなことでしたけれども、この 44条減免について説明をいただきたいと思います。そし

てどのように周知されているのかお伺いいたします。 

それから法定外繰り入れについて、どのような見解なのか。お伺いいたします。 

 

鈴木委員長 

 土山課長 

 

土山国保医療課長 

 7割軽減のことについてお答えさせていただきます。920世帯ぐらいが所得なしであって
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軽減されていないのはなぜかということですけれども、所得の申告の中でゼロ世帯の区分

のところには未申告の方がいらっしゃいます。申告してくださいという通知はしているん

ですけれども、所得内容が把握できないために所得はゼロという形にはなるんですが、軽

減はされない世帯がいらっしゃいます。その分が何世帯かという数字はすぐ出てこないの

ですけれども、詳細につきまして後で調べさせていただいてお答えしたいと思います。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 松下主査 

 

松下国保給付担当主査 

 44 条減免ということで一部負担金減免についてご説明させていただきます。生活困窮と

いうことで病院代を自分で負担する分の一部負担金を払っていると生活ができないといっ

た状態の方について減免措置が講じられるわけですけれども、通常一般に働いてらっしゃ

った方が疾病などによって収入額が激減したといった場合に講じられる措置でございまし

て、昨年も相談に来られた方もいらっしゃったのですが、生活が一部負担金減免だけでは

成り立たないというような方でしたので、そのまま生活保護のほうにご案内しているとい

うこともございまして、その方はその後生活保護の適用となっております。当市において

は過去の 44条減免がゼロという形なってますけども、近隣市の状況においても札幌市では

25 年の実績としましては 4 件、江別市は 1 件ございます。他の市町村においては実績がゼ

ロという形になっております。それと周知の方法ですが、市の広報紙に掲載させていただ

くですとか国保の窓口に一部負担減免がございますということでパンフレットを置かせて

いただいたり、保険証の更新時に今回国保だよりというものを同封いたしましたが、こち

らにも一部負担金減免のことについて載せさせていただいておりますので、こちらの方で

周知を図らせていただいております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 土山課長 

 

土山国保医療課長 

 法定外の繰り入れにつきましては毎年度 2 億円相当の法定外の繰り入れをしているわけ

ですけれども、以前は赤字解消分ということで繰り入れをしていた経過がございます。現

在は 23年度から黒字ということになっておりますので、単年度収支の補てん分ですが、税

不足分の補てんという形でしている部分。あとは保健事業等の医療等以外の部分について

も補てんをしているというものでございます。予算は毎年度の予算要求の時点で不足する
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分につきまして財政課と調整しながらその金額については予算計上しております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員 

 

板垣委員 

びっくりするような答弁をいただいたんですけれども、所得ゼロでも未申告の人がいる

からその人については減免をしていないんだということでしたけれども、実際に未申告者

が何人いるか私も把握しておりませんが、所得がゼロあるいは 33万円以下ということです

から非常に生活が苦しい世帯であることは間違いないと思うんですよね。そういう人たち

が減免を受けないで滞納してて滞納金がどんどん膨れ上がる。あるいは資格証明まではな

いにしても、短期証で不安な保険適用になっているのは非常に大きな問題だと思うんです

よね。未申告者がいなくなるように是非 PRなり指導に努めてもらいたいと思うんですけれ

ども、今後どのようにして未申告をなくしていくかについての見解をお伺いいたします。 

それから 44条適用についてですけれど、これも以前議会で取り上げましてホームページ

にはただし書きとして国保滞納がないことなど国の基準と異なるただし書きがありました

よね。そういうようなものを修正していただきましたけれども、それでもやはり知らない

方も多いし、それから対応も私は問題があるかと思うんです。私の相談を受けた方でも国

保の滞納金を支払わなくてはいけないというようなことで、過去の滞納金を支払っていれ

ば現年度の国保税が支払えなくなり、また滞納金や延滞金が増えてしまうだとかそういう

状態で大変苦慮していた方なんですけれども、その方も一括してまず現年度分から払って

しまうというようなことなんですけれども、国保法 44条が適用になれば次回以降の支払い

は減免されるというような形になっているのを知らないために、当初 6 月くらいに請求が

きているので支払ってしまったというような方もいらっしゃいますが、是非もっと周知を

徹底していただきたいと。そして、札幌市の 4 件ということで事実であれば非常に少ない

のですけれども、札幌市と当市では条件が違いますよね。札幌市をはじめ多くの政令指定

都市では所得激減が前年度と比べて所得が前年度の 8 割以下になった場合にその減免の対

象になるということですよね。当市においては激減が 7 割以下になった場合というような

ことですから、1割の差が非常に大きいのではないかと思うのです。減免対象者がいないと

いうことであれば、そういう基準ももう少し低くすることもできるのではないですか。札

幌市並みに 8 割以下の所得激減になった人も対象にするということで、その対象を広める

ことができるのではないかとこういうように思いますけれども、これらについても是非検

討していただきたいんですが、見解をお伺いいたします。 

それから法定外繰り入れですけれども、25年で 2億 7500万円法定外繰り入れをしていま

すが今までの議会でいろいろ議論がされました。一般会計からの繰り入れ、特に法定外繰
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り入れが多すぎるのではないか。少なくするべきではないかというような議論がありまし

たけれども、ここで考えなくちゃいけないのはまず国民健康保険制度というのは社会保障

制度の 1 つだということですね。これは以前の議会で中野議員の質問にも明快にお答えい

ただきましたけれども、社会保障制度なんですよね。ですから、一般会計からの繰り入れ

というのは、当然なんですよ。当たり前なんですよ。全国の他市の状況がどうかといいま

すと、まず当市の状況ですけれど平成 25年度からいきますと一人あたりの法定外繰入金が

1 万 7900 円くらい、約 1 万 8 千円くらいだと思いますけれども、全国平均で見ますと 1 万

1千円くらいですから確かに全国平均よりも高いですけれども、最大の国保事業者の東京は

どうですか。東京を見ると一人あたりの一般会計からの繰り入れが 3 万 2 千円ですよ。町

や区によって違いますが、例えば台東区などは 4万 1915円ということで、当市の倍以上の

繰り入れをして社会保障制度の国保制度を維持しているんです。こういうような他市の例

を見て法定外繰り入れというのも十分に行えるようにするべきではないかと。先ほどの議

会でも来年度から国保税を見直しするというような答弁もありましたよね。冗談じゃない

と。もう一人あたり 10 数万円。その年収の 10 何％も国保税で取られるわけです。そうい

うような税をやみくもに言っていたわけですけれども、会計上の都合だけで上げていく。

市民の加入世帯の生活状況を見ずに上げていくというのが私は許されるべきことではない

と思うのです。第一にそういうことであれば加入世帯の国保税を上げる前に今申し上げた

ような一般会計からの繰り入れもまず考えるべきだと思いますけれども、どうですか。 

 

鈴木委員長 

 土山課長 

 

土山国保医療課長 

 まず先ほどのゼロ世帯の未申告ということで追加説明させていただいきます。あとで細

かい数値についてはお知らせしようと思いますが、ゼロ世帯の中には擬制世帯ということ

で世帯主の方が国民健康保険じゃなくて家族の方が入ってる場合、世帯主の方には所得が

ある場合についても軽減はしないのですけれども所得はゼロです。国保加入者の所得がな

く、そういう方の場合もありますので数値については未申告だけではないと思います。未

申告調査については年何回かしておりますので、今後も徹底してやっていきたいと思いま

す。また、相談時に申告があった時点ではその年度にさかのぼって税の軽減が適用になり

ます。納税相談時に判明し、軽減が適用される方も年度途中でいらっしゃいます。 

次に 44条減免、一部負担金の減免でございますけれども、やはり広報の仕方はなかなか

難しく、ホームページ等、窓口等にリーフレットを置く。あとは納税相談のときに対応し

た者が一部負担金についても説明するということをしてはおります。今後も方法について

は考えていきたいと思います。 

札幌市等につきましては 8 割軽減ということですけども、当市の軽減も入院の費用だけ
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ではなく通院の費用についても対象としていることもあります。それぞれ市町村により違

ってくる場合、拡大方法も違ってくるということがあります。 

法定外の繰り入れでございますけれども、東京都につきましてはやはり保険者規模が違

うということもございます。加入されている方につきましても所得の率が高いとかいろい

ろ事情があります。当市の場合につきましては、同等の保険者規模として比較しますと、

やはり一人あたりの法定外の繰入金額は少し高いというように思っております。今回そう

いうことも含めまして税率の見直しというのを担当だけではなく、国保の運営協議会にも

お諮りしておりまして、税率が今後どうあるべきかということも含めて今ご検討いただい

てるところでございます。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員 

 

板垣委員 

税率の見直しということであれば財政上の見直しも必要だと思いますけれど、生活に根

ざした実態というのをよく把握していただきたいんですね。年収に占める国保税の割合が、

大体その適正な割合というのが難しいかもしませんけれども、どうあるべきか。その辺の

ところをもっと議論して市民生活、市民の立場から国保税というのがどういう状況なのか

というのをよく検討していただきたいと思います。 

 

鈴木委員長 

 木下部長 

 

木下保健福祉部長 

 見直しというのは常にやっていかないとだめだと思ってます。それは上げる上げないと

いうことではなくて、会計に占める収支のバランスがどうか、そのうち税収として 3 種類

ございますけども、それらがほぼ適正な値になってるかどうかということのチェックは毎

年すべきだと思っております。その部分について今まではどちらかというと法定外繰り入

れに頼っていてそれで全部収支を埋めてきたという側面がございますので、そうではなく

てもうちょっと国保側から見てどういうものが適正であるのかということをやってるわけ

でございます。それをやっていってわかってきたのは、医療分、後期高齢者支援分と介護

分というものございますけども、その 3 種類の中でやはりバランスの悪いものがあるなと

いうことがわかってきて、国保運営協議会に諮っているところでございます。結果がどう

なるかはまだわかりませんけども、その審議の結果を尊重して今後市としての態度を決め

てまいりたいと思っております。 
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以上です。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員 

 

板垣委員 

 そういうことであれば、繰り返しなりますがその国保の加入世帯が 30何％、40％近くで

すか。年金生活者ですよね。年金生活の年金、収入がどんどん毎年減っているわけですよ。

そういう市民の生活実態からして国保税というのが適正なのかどうか。そこをちゃんと見

直してくださいということなのです。そこのところを強くお願いします。これ以上言って

もしょうがないかもしれませんけどね。 

以上で終わります。 

 

鈴木委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようですので、以上で国民健康保険事業特別会計の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休  憩   14時 05分 

再  開   14時 06分 

 

鈴木委員長 

 休憩を解き再開いたします。次に、後期高齢者医療特別会計の質疑を行います。質疑の

ある方いらっしゃいませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようでございますので、以上で後期高齢者医療特別会計の質疑を終了させていただき

ます。 

暫時休憩いたします。 

 

休  憩   14時 06分 

再  開   14時 06分 

 

鈴木委員長 

 休憩を解き再開いたします。次に、介護保険特別会計の質疑を行います。質疑のある方

いらっしゃいませんか。 
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田辺委員 

 

田辺委員 

 それでは初めに 310 ページの介護予防推進事業についてですけれども、2000 年から始ま

った介護保険制度ですがこれまで何度か大がかりな改正がありまして、そのたびに利用者、

事業者、保険者である市もいろいろ対応に追われてきました。特に介護予防事業につきま

しては、特定高齢者というのに始まりまして、これが二次予防高齢者に変わって対象者を

基本チェックリストで捜し出して予防事業を進めるということがあったんですけれども、

なかなか対象者の把握に時間が取られたり、対象となった方に事業を勧めてもいろんな理

由で参加に結びつかないなどいろいろ事業としては難しい面があったのではないかと思い

ます。来年の改正では一気にではありませんが要支援者も含め介護予防事業が市町村の地

域支援事業に移行されるということで、これまで以上に介護予防の重要性ですとか高齢者

が自主的に意欲的に介護予防に関わっていくという施策が求められていくと思います。こ

れまで介護予防事業、平成 18年くらいに一応区切って介護予防事業というのができて、評

価というか市のほうではどのように考えられて、今後さらに取り組みについてどのように

考えているのかお伺いします。 

それから介護予防事業の口腔ケアの事業についてですが、口腔ケアの重要性というのは

最近特に言われてきていることなんですけれども、こちらの取り組みはどのような形にな

っているのかお伺いいたします。 

それから認知症の支えあい事業で SOS ネットワーク事業ですが、以前一般質問の中でも

いろんな方から質問があったかと思うんですけれども、登録は 75名ということでこの数が

どのぐらい認知されて登録されているのかわからないんですけれども、昨年度 SOS が発令

された事例とその結果はどうだったのかお伺いします。 

それから成年後見制度の利用支援事業なんですけども、25年度相談件数 96件ということ

ですが、この相談件数延べ人数なのかちょっとわかりませんけれども、これがそれぞれ解

決に結びついたのかお伺いします。 

 

鈴木委員長 

 小林課長 

 

小林高齢者支援課長 

 介護予防事業の評価ですが、現在の制度の中で実施しております介護予防事業、一次予

防二次予防につきましては、ある程度の評価は実績という形で成果も上げられているとい

うふうに評価しております。今後の取り組みにつきましては、介護保険制度の改正もござ

いますけども、ただいまの一次予防事業、二次予防事業の内容を検討しながら介護予防事

業の新たな取り組みとして考えていきたいと思います。 
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以上であります。 

 

鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 続いて口腔ケア事業の実績についてお答え申し上げます。口腔ケア事業に関しましては、

二次予防事業の中で実施していく計画を立てております。基本チェックリストで口腔機能

の低下項目で、国の基準に該当した者等を対象に、歯科医院に委託をしまして口腔ケアを

指導していくというものになっておりますが、実績数に関しましては二次予防対象者のほ

うは実際いるのですが、利用までに繋がったという件数はここ 2、3年でゼロ件という実態

になっております。お勧めをする中では、個人的に歯科医院に通っているため、二次予防

事業として取り入れるところまで結びつかない現状もございますし、人前で口を開けて見

せるという口腔ケアの抵抗性を少し感じるところもございます。ただ一般の介護予防事業

の中で、口腔ケアの重要性や口腔衛生の意識啓発を行っているところでございます。 

 

鈴木委員長 

 川口主査 

 

川口高齢者福祉担当主査 

 SOS ネットワークの平成 25 年度の SOS の発生件数でございますけれども 1 件でございま

す。結果といたしましては無事保護されております。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 成年後見制度の相談に関してお答え申し上げます。96 件の相談件数に関しましては、延

べ件数となっております。内容に関しましては、成年後見制度というものが実際どのよう

なものかという制度の概要を知りたいという相談ですとか、実際に申し立てるにはどのよ

うな流れになっているのかですとか、利用に関しての相談が多い状況です。個々のケース

では、金銭管理で問題を抱えている方も中にはいらっしゃいまして、そういったケースに

関しましては高齢者支援センターの総合相談窓口とともに専門機関である弁護士や行政書

士などと連携し、アドバイスをいただきながら対応しております。 
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鈴木委員長 

 田辺委員 

 

田辺委員 

 今のお答えで、やはり成年後見という制度の内容がなかなかまだ市民の方達には必要だ

と思いますが、内容がよくわからないというのがきっと多いのではないかと思いますので、

これまでもやってらっしゃると思いますけれどもわかりやすく市民に認知が広がるような

啓発事業を是非考えていっていただきたいと思いますが、今年度もし計画していることが

あれば教えて下さい。 

それと市民後見人についてなんですが、25 年度要請してフォローアップ研修もするとい

うことでしたけれど、今後さらに増やしていく予定があるのかお伺いします。それと SOS

なのですが、これは 1 件ということで SOS ネットを使って発見されたということでいいの

かということと、以前から言っていますけれども模擬訓練ですね。これをやはり認知症を

まち全体で支えるということからも模擬訓練を、多くの人というのは難しいかもしれない

んですけれども、せめてサービスネット等の事業所も含めて模擬訓練などを大々的に行っ

てみたらどうかと思いますがいかがでしょうか。 

それと口腔ケアについては 25年に関しては実績がないということでありましたけれども、

口腔ケアで最近特に言われているのは、誤嚥性肺炎を起こす確率が口腔ケアを適切にする

ことですごく減るということが報告されていますし、誤嚥性肺炎だけではなく口の中の細

菌を減らすことで虫歯の予防はもちろんインフルエンザ等の感染症の予防とか口臭の予防

とかにもつながりますし、また何よりしっかり噛んで食事をするということは高齢者の QOL

を高めることにもつながっていくと思いますので、抵抗感みたいなものがないわけではな

いと思いますが、歯科医師会等とも連携して是非介護予防のプログラムに入りやすい工夫

をしてやっていかなければいけないのではないかと思いますがその辺はいかがでしょうか。 

それと介護予防事業についてなんですけれども、以前だいたい 65歳以上の方というのは

データベースが緊急雇用の制度を使って全部作られたというふうに聞いているんですけれ

ども、あれから何年か経って毎年随時何人もの方が 65歳になられていると思うんですけれ

ども、この辺のデータベースというのは随時作られて蓄積されていっているのか。戸別に

訪問してデータを作るわけだと思うんですけれども、人員的に今の支援センターの仕組み

の中で作られていっているのかお伺いします。 

 

鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 一つ目の成年後見制度の啓発に関してですが、特に認知症高齢者等で悪徳商法などの被
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害にあいそうなケースが実際にあったり、詐欺にあう事例も消費者相談から情報提供して

いただいておりますので、そういった情報を高齢者の相談窓口に報告しながら注意喚起を

呼びかけつつ、成年後見制度の利用に至るように促していくようにしております。 

それと市民後見人の養成講座に関しましては、フォローアップ講座を今年度４回、対象

者の理解を深める内容を組み込みまして現在実施しているところであります。今年度の状

況を見ながら市民後見人のフォローアップを来年度も継続的に実施していこうと思ってお

ります。 

 

鈴木委員長 

 小林課長 

 

小林高齢者支援課長 

 SOSの模擬訓練ということですけれども、認知症の方をサポートするということでは認知

症サポーター養成研修等もやっておりますが、そういうような中でも認知症の方との接し

方という部分は私たちも必要ではないかと考えております。また、模擬訓練の中で認知症

の方に接するという部分も日頃の接し方を学ぶ上でも大変重要と思いますので、今後検討

していきたいというふうに考えております。 

以上であります。 

 

鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 口腔ケア事業に関してですけれども、もう少し利用しやすい体制ができないか検討し、

関係機関と連携をして検討していきたいと思っております。 

続きまして 65歳以上のデータベースに関しましては、毎年民生委員にもご協力をお願い

しまして高齢者の実態調査を 65歳到達者、転入者等に行っておりまして、その都度調査デ

ータを蓄積してきております。また、高齢者支援センターなどの相談窓口で対応した経過

もデータベースに蓄積をしまして、継続した相談ができるように体制をつくっているとこ

ろであります。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 田辺委員 
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田辺委員 

先ほど介護予防事業についての検証ということをお伺いしたんですけれども、実際に数

字として、例えば予防について要支援 2 だったのに 1 になって良くなった人が何人いると

か、予防になっていたけれども自立したとかいうそういう数字的な評価というものは押さ

えていらっしゃらないのかどうかお伺いします。 

それから SOS の模擬訓練ですけれども、今年 NHK のテレビでありましたが徘徊について

はすごく今本当に老老介護、高齢者が高齢者を介護しているというそういう時代になって

きて、徘徊についてはとても困っていらっしゃるというそういう声がたくさんありますの

で、地域で支えあっていくという市民全体、ちょっと歩いている方に私にでもやっぱり声

を掛けていいのかどうなのかちょっと思うときもありますし、実際みんなで経験してみる

というのはとても大事なことだと思いますので、1 度やったという話もありますけれども、

もう少したくさんの人を巻き込んで認知症になっても大丈夫っていうまちづくりをしてい

くという観点からも進めていったらいいと思いますので是非検討をしてみてください。 

以上です。 

 

鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 介護予防事業の評価に関しましてお答えいたします。要支援の方が非該当になって自立

されたり、要介護の方が要支援になったという数が手元に集計表がないので数としてはお

答えできないのですが、新規の認定者数がどのような動きをとっているかですとか、新規

の認定者の出現率がどういう割合なのかですとか、介護認定率の動きですとか、二次予防

事業に参加した方が認定を受ける率がどの程度だったのか、また二次予防事業参加に至ら

なかった基本チェックリストで基準に該当した方は介護認定にどのくらい移行しているの

か、そういった率を出しながら 2、3年の傾向を見て評価しているところです。 

ただ 2、3年の経過の中では大きな動きはあまり見られていない状況になっております。 

 

鈴木委員長 

 小林課長 

 

小林高齢者支援課長 

 SOSの模擬訓練ですけれども、担当の方でも実際にそういういった模擬訓練を実施してお

ります江別市などの取り組み等を視察というか参加してございますので、そういうような

部分も勉強しながら新たな取り組みとして検討していきたいと思います。 

以上であります。 
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鈴木委員長 

 田辺委員 

 

田辺委員 

 最後に数字として介護予防の効果というものがここ 3 年であまり動きがないということ

だったんですけれども、今後市町村が予防事業に関わる量がものすごく増えてくると思い

ますので、やはり事業者にとってもいい方向に経過が良くなる、普通にいくとやっぱり悪

くなるか現状維持かというところが多い中で、やはり改善されていくというのは励みにな

っていくことでもありますので、その辺是非数字としても是非きちんとした形で予防事業、

うちのまちがここに力をいれてこういう成果が表れているというようなことを皆さんに知

っていただければ全ての人が励みになると思いますので、是非データを取って研究してい

ただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

終わります。 

 

鈴木委員長 

 ほかにございませんか。 

板垣委員。 

 

板垣委員 

 私のほうから地域ケア会議と地域包括支援センター運営営事業についてお伺いいたしま

す。まず地域ケア会議については平成 26年度事務事業評価調書の中で、地域包括ケア推進

事業の中で地域ケア会議の法制化に伴い今後のあり方について検討、見直ししていく必要

があるというように一次評価ではなっておりますけれども、今後見直してどのようにして

いくのかについてお伺いいたします。 

地域包括支援センター運営事業についてですけれども、包括支援センターが受けた相談

件数が 1万 9千件程度から 1万 6、7千件程度ですか。それから 1万 8千件だとかちょっと

年度によって波が出てきていますけれども、増えているのか減っているのか傾向をお伺い

いたします。 

包括支援センターが行う要支援の方々のケアプランの作成ですけれども、2009年 500件、

2010年 447件あって、その後は事業評価調書に載らないようになっているのですけれども、

ケアプラン作成数だとかあるいは要支援者に対する作成割合はどのように変化しているの

かお伺いいたします。 

また、ケアマネージャー一人あたりのケアプラン作成数、それから受け持っている要支

援者あるいは要介護者数がおよそ何人なのか。それは国の標準に対してどのようであるか

お伺いいたします。 
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鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 まず１点目の地域ケア会議についてですが、地域ケア会議は介護保険制度の改正で法制

化された事業となります。当市における今後のあり方については、個別事例から地域づく

りにつなげていく手法ですとか、現在の地域ケア会議の中に個別事例検討を組み込むこと

ができるのかを検討していきたいと思っておりますことと、介護と医療の連携も今回の制

度改正の中で強化すべきとされておりますので、ケア会議で参加者が顔を合わせる中で事

例を踏まえながら、新たな施策が必要なのか医療と介護の多職種の連携をどのようにとっ

ていくか等も話し合う体制を検討していきたいと思っております。 

続いて高齢者支援センターの相談件数の傾向ですけれども、その年によって少し増減は

ありますが、高齢者の数が増えている状況もありまして、ここ数年少しずつ微増している

傾向です。 

また、ケアプランの作成数についてですが、現在要支援者数の増加とともにケアプラン

の作成数も増えてきております。要支援認定者のケアプラン作成の割合は、大体 60％前後

と思われます。ケアプラン作成に至らない方でも住宅改修のみ利用の方もいらっしゃいま

すので、必ずしもサービスを使う方全員にケアプランがあるというわけではありませんの

で、そのような割合にもなっていると思われます。 

現在の一人あたりの受持件数ですけれども、高齢者支援センターの職員が直接受け持つ

数につきましては高齢者支援センターの他の業務に支障がないように、市で一センターあ

たり 60件を目安に受け持ってくださいとお願いをしております。つまり、ケアプラン作成

業務と他の高齢者支援センター業務を兼務している職種につきましては、一人大体 20件程

度を受け持っていただけるように調整をしております。しかし、高齢者支援センターだけ

では担えない数になってきておりますので、ケアプラン作成専任の職員を 25年度に配置す

る対策をとってきておりますことと、ケアマネジャーの事業所にも再委託をしまして要支

援者のケアプランの作成にあたっていただいております。 

 

鈴木委員長 

 板垣委員 

 

板垣委員 

 この地域ケア会議ですけれども、国の意図が見え見えではないかということで私は問題

視しているんですけれども、この地域ケア会議は今までもそうだったと思いますけれど、

市が関与していますよね。今後もますます市が関与して今答弁にありましたように個別事

例の取り組みと組み込みというようなことですけれども、個別事例をその中で俎上に載せ
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て、いやこの人は今後これから行おうとしている地域支援事業でやるべきだとかいうよう

な形でどんどんそちらの方にもっていってしまうのは危険性が非常に多いと思うのですね。

これは市の担当が関与しているわけで、担当者が、いやもうこれは地域支援事業で何とか

なるんじゃないですかと言えばその方向に持っていって、専門的な支援事業というのから

どんどん除外されていってしまう危険性があるのではないかというように思いますけれど

も、そういう危険性っていうか、恣意性をどう排除していくのかお伺いいたします。 

包括支援センターの運営事業ですが、高齢者の増加とともに今年はもっともっと増えて

いくのではないかなというように感じてたんですけれども、今波があって、1万 9千件のと

きもあれば 1万 6千件、1万 7千件という状況で、非常に裏を返してみますとあまり相談に

行ってみようという傾向が強くなってないというように思うんです。相談を促すような、

適切な相談を受ける体制をもっと検討するべきじゃないかというように思います。そうい

った中でケアプランの作成も 60％ということですけど、当初の目標はおそらく 80％から

100％を目標としていたと思うんですけれども、60％で本当にいいのかどうか。その辺を変

えていくとしたらどのように変えていこうとしているのかお伺いいたします。 

それから相談にもいろいろあると思います。総合相談支援業務だとかあるいは権利擁護

の相談に対しての適切なアドバイスなり仲介業務だとかいろいろあると思いますけれども、

そういった相談に対して、場合によっては弁護士だとか医療関係者のほかに法律の専門家

だとかそういうような人たちのアドバイスを受けることも必要になるのではないかと思い

ますが、専門家による相談を受ける体制等についてどのようにお考えになっているのかを

お伺いいたします。 

 

鈴木委員長 

 野切主査 

 

野切高齢者相談担当主査 

 1点目の地域ケア会議の取り組みに関して、個別事例の検討が少しリスクがあるのではな

いかというご質問ですが、個別事例の検討の方法は具体的にはまだ検討段階でして、どの

ような事例を取り上げていくのかということもまだはっきりしないところではありますが、

事例の方が今住んでいる場所で住み慣れた環境の中でどのような環境を整えていくと暮ら

しやすくなるのかという視点で考えていこうと思っております。ですのでサービスの適正

を判断するのではなく、今必要なものが地域に揃っているのかどうか、揃っていなければ

必要とするものにつながるような検討をしていこうかと現在考えておりますので、個々の

サービスを評価することは今のところ考えておりません。 

ケアプランに関してですが、割合としましてはここ数年 60％前後で経過しておりまして、

急激に 80％、90％に伸びるということは見込んではおりません。ケアプラン作成対象者や

必要とする範囲も介護保険法で手法が変化していくと言われておりますので、今後の国の
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基準等を見ながら適性なのかを判断していきたいと思います。 

また３つ目の総合相談にあたって専門家のアドバイスを受ける必要性に関してですけれ

ども、特に成年後見制度を利用する方は家庭裁判所も関係しますので、弁護士や行政書士

などと利用前の段階から一緒に相談に乗っていただき連携を図っているところです。また

高齢者虐待の相談で判断に困る例もございますので、そういったケースに関しましても北

海道虐待防止センターに在籍する弁護士等もおりますので、そういった専門機関のアドバ

イスもいただきながら解決に向けて相談に応じているところです。 

 

鈴木委員長 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ないようでございますので、以上で介護保険特別会計の質疑を終わります。 

以上で当分科会の審査の全日程を終了いたしました。お諮りいたします。 

決算審査特別委員会委員長への審査経過の報告については正副委員長に一任願いたいと

思いますが、 

ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

ご異議なしと認めます。正副委員長に一任と決しました。 

なお、総括質疑を行う委員については、通告書を 10 月 22 日午後 3 時までに事務局へ提

出願います。 

以上をもちまして、決算審査特別委員会民生分科会を閉会いたします。長時間ご苦労さ

までした 

 

 

 

 

 

14時 43分 終了 

 

 

 

 

委員長 


