
平成 27年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 27年 3月 10日（火）   午前 09時 58分から午後 2時 10分 

 

2 開 催 場 所      本庁舎 3階本会議場 

 

3 出 席 委 員   立崎委員長、佐藤副委員長 

中野委員、永井委員、板垣委員、谷浦委員、橋本委員、野村委員、 

鈴木委員、田辺委員、武田委員、畠山委員、中田委員、國枝委員、 

滝 委員、藤田委員、大迫委員、木村委員、尾崎委員、川崎委員 

 

4 欠 席 委 員   西田委員 

 

5 委員外議員   なし 

 

6 市側出席者 

総 務 部 長  水 口  真   保 健 福 祉 部 長  木 下 信 司 

保健福祉部次長  徳 村 政 昭   水 道 部 長  藤 嶋 亮 典 

税 務 課 長  米 川 鉄 也   高齢者支援課長  小 林 雅 人 

国 保 医 療 課 長  土 山 律 子   業 務 課 長  奥 山  衛 

水 道 施 設 課 長  橋 本 洋 二   下 水 道 課 長  藤 縄 憲 通 

下水処理センター長   平 川 一 省 

 

収納管理担当主査  稲 川  勝   納 税 担 当 主 査  福 田  誠 

高齢者福祉担当主査   川 口 芳 幸   高齢者相談担当主査   野 切 径 代 

介護認定担当主査  佐 々 木 和 彦   介護給付担当主査  渡 邉 篤 広 

介護保険料担当主査   佐 々 木 正 範   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 

後期高齢者医療担当主査  渡 辺 広 樹   庶 務 担 当 主 査  遠 藤  智 

給 水 担 当 主 査  藤 本 正 志   料 金 担 当 主 査  松 岡 則 行 

工 事 担 当 主 査  野 尻  敬   管 理 担 当 主 査  橋 本 義 公 

事 務 担 当 主 査  木 村 公 也   管 理 担 当 主 査  藤 本  悟 

処理施設担当主査  須 貝 初 穂   複合処理担当主査  馬 場 邦 夫 

複合処理担当主査  横 尾 昌 幸   施 設 担 当 主 査  森 田 寿 雄 

 

国保医療課主任  但 馬 広 宣 
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教 育 部 長  八 町 史 郎   教 育 部 次 長  山 崎 克 彦 

教 育 総 務 課 長  櫻 井 芳 信   学 校 教 育 課 長  櫻 井 洋 史 

青 少 年 課 長  平 澤  肇   社 会 教 育 課 長  棚 田 吉 浩 

文 化 課 長  丸 毛 直 樹   エコミュージアムセンター長  小 島  晶 

学校給食センター長   川 口 弘 恭 

 

庶 務 担 当 主 査  河 合  一   施 設 担 当 主 査  松 崎 隆 志 

企 画 担 当 主 査  花 田 秀 樹   学校教育担当主査  澤 井 大 輔 

青少年担当主査  三 橋  聡   社会教育担当主査  谷 畑 雅 人 

体 育 担 当 主 査  土 居 裕 之   管理運営担当主査  松 本 政 樹 

エコミュージアム担当主査   笹 森 和 宏   業 務 担 当 主 査  住 田 信 一 

 

7 事 務 局    事務局次長  石 丸 訓 行   議会担当主査  千葉めぐみ 

          書    記  佐々木貴啓   書    記  高 橋 武 士 

          書    記  永澤るみ子 

 

8 傍 聴 者    なし 

 

9 案   件    議案第 17号 平成 27年度北広島市一般会計予算 

議案第 18号 平成 27年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 19号 平成 27年度北広島市下水道事業特別会計予算 

議案第 20号 平成 27年度北広島市霊園事業特別会計予算 

議案第 21号 平成 27年度北広島市介護保険特別会計予算 

議案第 22号 平成 27年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 23号 平成 27年度北広島市水道事業会計予算 

 

 

議事の経過 

 

立崎委員長 

 おはようございます。 

開会前にお知らせいたします。西田裕司委員から体調不良のため、本日の委員会を欠席

する旨届出がありました。 

ただいまから予算審査特別委員会を開きます。 

延会前に引き続き、一般会計予算の歳出の質疑を行います。 

それでは教育費の質疑を行います。ただし、教育費のうち教育総務費の幼稚園就園奨励
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費事業は除きます。 

ご質問のある方。滝委員。 

 

滝委員 

 おはようございます。それでは 1 点のみ質問させていただきます。予算書 167 ページ、

小中学校周辺環境整備事業についてお伺いします。こちらは昨年度の第 3 回定例会の建設

文教常任委員会の中での補正予算でもあった内容かと思います。8つある小学校の中で、鉄

棒と遊具は全 57基だったと思いますけれども、26年度はどの程度まで修繕されたのか、ま

ずその状況と、その残り分が 27年度の予算となっていると思うのですが、そちらの具体的

な内容についてお伺いします。あと 26年度の修繕があったところで、鉄棒が使えなくなっ

た学校で授業等の影響があったのかどうかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 松崎主査。 

 

松崎施設担当主査 

 滝委員のご質問にお答えいたします。26 年度の修繕の実績ですけれども、昨年の 9 月に

補正をしていただいて、鉄棒については 10基、同じく鉄棒で撤去を必要とするものを 2基

新設し、危険遊具については 13 基撤去しております。なお 27 年度については、残り、鉄

棒以外の遊具で修繕を行えなかったものを 24基予定しております。新設の遊具については

27年度は実施せず、28年度以降に学校と協議を行った上で学校のバランスも考えながら設

置したいと考えております。なお、鉄棒の修繕に関わって今年度授業に支障があったかと

いうお話ですけれども、鉄棒の修繕に関しては遅くても 10月末までに完了しておりまして、

特に学校の授業には支障がないように配慮いたしました。以上です。 

 

立崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 わかりました。もしかしたら遊具が撤去されて、学校に無くなるところもあるかもしれ

ないということですよね。子供たちは遊具が無くなって少し残念に思うこともあるかと思

いますので、その辺は学校とよく相談して進めていただきたいと思うのですが、点検につ

いてはこれまで有識者による点検が 1 度もなく、20 年間放置されていたと思うのですけれ

ど、今後について計画的に点検作業が行われていくのかお伺いします。 
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立崎委員長 

 松崎主査。 

 

松崎施設担当主査 

 お答えします。点検については、27年度も引き続き予算を取りまして点検する予定です。

今後についても基本的には点検する方向で考えていきたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

ほかにご質問のある方。大迫委員。 

 

大迫委員 

 何点か質問させていただきます。まず 163 ページの高等学校入学準備金支給と 155 ペー

ジの奨学金支給、少し関連して聞きますけれども、それぞれの現在の支給人数は何人なの

か教えて下さい。 

185ページの青少年安全対策事業ですけれども、これはネットパトロールを新規でやって

おりますけれども、この状況、いじめ等の書き込みだとかそういうサイトを見つけたのか

どうなのか教えて下さい。 

それとページがわからないのですが、教育委員会から発信されている不審者情報があり

ますけれども、これが 25年度は 1、2件の発信だったかなと思うのですが、26年度は結構

な発信があったと思います。状況を教えていただきたいと思います。3点お願いいたします。 

 

立崎委員長 

 澤井主査。 

 

澤井学校教育担当主査 

 入学準備金支給の対象者と奨学金の対象者の人数についてお答えさせていただきます。

高等学校入学準備金の支給対象者は、平成 26 年度は 89 名でございます。奨学金の選定人

数につきましては 90名となっております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 平澤青少年課長。 

 

平澤青少年課長 

 ネットパトロールの状況についてお答えいたします。ネットパトロールについては、北

海道教育委員会で定めました北海道児童生徒ネットコミュニケーション見守り活動の要綱

に基づいて実施しているところであります。ここでは半年ごとに状況を取りまとめること
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になっておりまして、9月末に 1度取りまとめ、それから今月 3月末が終わってから 4月に

取りまとめとなっております。私どもがネットパトロール専用のパソコンを置いたのが 7

月下旬、8月でして、9月の取りまとめ時点ではひと月かふた月という実施状況の取りまと

めというところであります。この中で何か不適切な書き込み等についての報告は、全小中

学校の中で 1 件でございましたが、その後学校と話している中で 1 番多いのが、ほとんど

これしかないのですが、自身の個人情報の書き込みで、自分の名前を書いてしまうとか、

名前を書かなくても学年、部活動の状況など自身が特定されるような状況について書き込

みをしてしまう、こういうことが多いのですが、こういうものについて発見をして指導し

ていると聞いております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 三橋青少年担当主査。 

 

三橋青少年担当主査 

 不審者情報についてお答えいたします。25年度は全体で 6件ございました。26年度は今

日までで 20件発信しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 奨学金や準備金ですけれども、奨学金は 90名、近隣自治体から比べると結構多い人数に

支給されているとは思いますけれども、現在の経済状況を考えますとこの枠の拡大は必要

ではないかと思いますけれども、その辺の検討がされているのか。入学準備金についても

同じく拡大をしていければなと思いますけれども、状況がどうなのか教えて下さい。 

不審者情報のメールですけれども、不審者が出ているからメールを発信しているのです

が、状況分析をしてどのような状況なのか、犯人が捕まっているのか、特定されているの

か、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 櫻井学校教育課長。 

 

櫻井学校教育課長 

 奨学金と入学準備金の枠の拡大のご質問にお答え申し上げます。今、大迫委員からお話

がありましたとおり、当市の奨学金それから入学準備金は管内他市等と比べましても非常

に給付人数、金額的には多い所も他にはありますけれども、その人数枠から考えましても、
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非常に充実したほうではないかと考えております。また入学準備金につきましては、その

年にならないとわからない部分はありますが、今現在 140人の枠を取ってはあるのですが、

実際に申請があって認定された方が今申し上げますとおり 100 名を割っている状況もござ

いまして、今現在のところ枠の拡大は考えてございません。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 平澤課長。 

 

平澤青少年課長 

 不審者情報についてお答えいたします。本年度の不審者情報の発信につきましては、声

掛け事案が非常に多いところであります。特に車からの声掛けが 7 月ぐらいまで非常に多

かったという内容でございます。ただその後、地域の防犯協会等のさまざまな活動により

一旦落ち着きを取り戻しまして、最近はもう昨年並みのペースになっております。以上で

あります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。永井委員。 

 

永井委員 

 それでは 4 点ほどお聞きします。まず 163 ページの特別支援教育推進事業については、

新年度から教育支援員を中学校に 1 名拡大するということで、この予算はその 1 名分の拡

大かと思われますが、人数的にもまだまだ支援員の配置が不足しているのではないかと考

えられるのですが、支援員の必要性をどのように考えているのかお聞きします。また介助

支援員は現在 14名で、今後も小中学校でやりくりしていくとありますが、介助員も現場の

状況をよく見た上で今後の配置など、また検討していただきたいと思いますが、その辺に

ついてどうお考えかお聞きします。 

次に 167 ページの北の台校舎大規模改造についてですが、体育館はたしか先月末くらい

で終了していますよね。現在の状況、私も最近忙しくて近くですが見に行っていないので、

現在の状況がどのようになっているかお聞きします。そして新年度から校舎自体を大規模

改修するということですが、この工事は大体どれくらいから始まる予定なのかお聞きしま

す。 

続きまして 181ページの芸術文化ホールの設備修繕についてですが、来年度で 15周年く

らいでしたか。私もよく利用させてもらっていますが、あちこち老朽化が目立ってきてい

るのですが、現在修繕が必要と思われる箇所はどの部分と考えていらっしゃるのかお聞き

します。 

最後に 189 ページの食に関する指導の推進事業ということで今年度予算も拡大されてい
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るのですが、この拡大理由は講演会などを行っていくことかと思われるのですが、その具

体的な内容をお聞かせください。 

 

立崎委員長 

 澤井主査。 

 

澤井学校教育担当主査 

 まず特別支援教育推進事業についてお答えさせていただきます。平成 27 年度、中学校 1

名ということで予算要求させていただいておりますが、北広島市としては中学校に支援員

を配置するのが今回初めての試みということで、中学生の発達段階またその学習内容の複

雑化、そういったことを総合的に判断しまして、今後中学生に対してどのような支援が必

要なのかをしっかり検討した中で、今後各中学校、その他の中学校に広げていきたいなと

考えているところでございます。続きまして特別支援学級介助員の配置についてお答えさ

せていただきます。14名という配置人数ですが、こちらは平成 27年度の特別支援学級の配

置状況、子どもの障がいの程度、また教職員の定数の配置数、そういったものを総合的に

判断した中で、14 名の中で障がいのある子どもが困らないような形で配置を検討してまい

りたいと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 松崎主査。 

 

松崎施設担当主査 

 北の台小学校の今年度の体育館工事の状況をまず説明したいと思います。体育館の工事

はもう完成しておりまして、3月 19日の卒業式には使用できる見込みです。それから 27年

度の校舎の工事の開始時期ですが、工事は議会案件になると考えております。そのため工

事の開始時期は 7月上旬を予定しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 松本主査。 

 

松本管理運営主査 

 永井委員からの芸術文化ホール修繕事業についてのご質問にお答えいたします。芸術文

化ホールは竣工後 17年が経過し、開館日数も年間 365日のうち 313日程度開けております。

その中で稼働率も 8割から 9割を超えていることから、今年度から開始しているのですが、

開館に支障のない範囲でまず優先する修繕を実施していこうということで推進計画に盛り

込んでおります。今年度から 4 カ年かけて文化施設の屋上防水シートを全て張り替える予
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定で計画を組んでおります。続いて芸術文化ホールの設備修繕ですが、これも昨年度から

取り組んでいますが、照明設備、音響設備、吊り物制御盤設備等々が老朽化している関係

から、まず舞台を提供する上で最優先すべき部分を積極的に修繕していこうということで、

照明設備、音響設備の改修の中で、特に照明設備については、関数発生装置を交換する作

業、そのほか舞台吊り物を上下する部分で制御するスイッチを交換する作業をやっており

ます。次年度につきましては、芸術文化ホールのステージ上部と活動室、練習室周りの雨

漏りを防止するための防水シートの修繕を行う予定です。続きまして芸術文化ホールの設

備修繕につきましては、舞台の制御盤の中で特に反響盤や照明設備を上げ下げする装置の

電子部品が老朽化している関係から、そちらの部品の交換を行う予定です。以上です。 

 

立崎委員長 

 住田主査。 

 

住田業務担当主査 

 食に関する指導の推進事業の拡大についてお答えしたいと思います。食物アレルギーに

対して正しい理解を普及するため、講師を招いて市民向けの講演会を開催するということ

で、拡大の形をとっております。以上です。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 特別支援教育推進事業についてですが、中学校としても初めての取り組みということで、

これから様子を見ていきながら人員配置なども検討していく考えであるという押さえでよ

ろしいでしょうか。それで 1月中に私たち共産党市議団で各小中学校を何校か回りまして、

現場の意見、声などもお聞きしたのですが、どこの小中学校でも介助員や教育支援員はや

はり人がいればいるほどいいと、そして特に障がいを持っている子どもたちを教えていく

ためには、どんなに先生方がいても足りないことはないということで、やはり予算の許す

限り一人ひとりの子どもたちに対して手厚い教育を受けることができるように、人員配置

も教育委員会で考えていってほしいという意見もいただいていますので、ぜひその辺を今

後も検討していっていただきたいと思いますが、これは要望として強く求めます。 

続きまして北の台小学校ですけれども、こちらも小中学校を訪問した際に、北の台小学

校で校長先生から、体育館の工事が元々10 月ぐらいで終わる予定だったのに、色々なオリ

ンピックや震災地の関係、資材の高騰の関係などで、結局年を越して 2 月まで掛かってし

まったということで、新年度から始まる校舎自体の改修工事も、もしかしたらそのように

工事がずれ込んだり遅くなってしまったりということも考えられますけれども、本当に大
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丈夫でしょうかという不安の声が寄せられましたのでその辺をきちんと、工事の計画期間

を学校側にも、また保護者や子どもたちにも周知していただきたいと思いますが、その辺

の取り組みをお聞きします。 

芸術文化ホールですけれども、聞き取りづらかったので繰り返しになるかもしれません

が、今後の修繕計画は今考えられている段階で何年、例えば 3 カ年計画でどこの部分を直

していくということは決まっているのでしょうか、伺います。例えば私がよく使わせても

らっている練習室ですが、私はたしか昨年の予算のときにもお話ししたと思うのですが、

丸 1 年経っても練習室の板がなかなか綺麗になっていない、子どもたちが使う場合にはつ

まづいたりして大変危険な場面も見られます。そういう細かい部分での修繕計画などはど

のようになっているか、今一度お聞きします。 

最後に食に関する指導ですが、市民向けの講演会を開催する予定ということですが、推

進計画とかこちらの資料を見ますと保護者向けの研修会というのでしょうか、そういうの

も開かれるようなことが書いてあると私は解釈したのですが、その保護者向けの研修はど

のように計画されていますでしょうか。 

 

立崎委員長 

 櫻井教育総務課長。 

 

櫻井教育総務課長 

 永井委員のご質問にお答えいたします。昨年の体育館の改造におきましては、入札の不

調ということで工事期間がずれ込んだという結果が出ました。学校に色々とご迷惑を掛け

たと反省しております。27 年度の校舎の改造にあたっては、その辺の不調を避けるように

予算額的な部分も考えてきたところでもありますし、もし結果的に入札不調ということが

あった場合は、工事期間をできるだけ短縮する措置をしながら学校現場と調整を図って、

学校現場に影響のないように工事を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 芸術文化ホールの修繕に関する計画についてお答え申し上げます。先ほどもお答え申し

上げましたとおり、大変稼働率が高い状態ございますので、まず閉館を伴わなければでき

ないもの、あるいは開館しながらでもできる内容等がございますので、その内容を精査し

ながら、まず閉館を伴わない防水シート等を 4 カ年かけて行うということであります。そ

のほか危険を伴うような状況もありますので、芸術文化ホールの吊り物の関係ですね、オ

ープンから導入した設備を使用しておりますので、部品等がなくなる恐れがあるものから
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優先的に計画を持って進めてまいりたいと考えているところでございます。また永井委員

にいつもご利用していただいております練習室でございますが、実は 7 月に私ども職員で

まだ材料がございましたので、手作業で修繕を実施いたしました。けれどもまだ、それか

ら使っていく中で床材が浮いてきて、その内容についてもテープ等で補修しております。

今後計画的にその辺の修繕含めて進めさせていただくところでございます。以上でござい

ます。 

 

立崎委員長 

 川口学校給食センター長。 

 

川口学校給食センター長 

 永井委員のご質問にお答えいたします。平成 27年度は拡大しておりますけれども、その

中で市民向けの講演会を開催すると答弁させていただきましたが、当然この中にはアレル

ギーを持つお子さんをお持ちの保護者の方も含めて考えているところであります。今年も

行いましたが、新 1年生の保護者の方々にも声掛けして、平成 27年度においても行ってい

きたいと考えているところであります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それでは食に関する指導の推進事業について 1 点だけ。開催するのは大体年に 1 回ぐら

いですよね。たしか先週開催されていて私も行こうかと思っていたのですが、行けません

でした。やはり保護者の中には子どもが学校で食べる給食について色々考えられる部分も

あるでしょうし、年に 1 回というものも必要ですけれども、もっとさらに、例えば大きな

ものでなくてもいいので、学校ごとで保護者への食育の研修などもされていたかなと記憶

していますが、その辺はどうでしたでしょうか。もしされていなければ、やはりそういう

のも実施するべきではないかと思いますが、それをお聞きします。 

 

立崎委員長 

 川口センター長。 

 

川口学校給食センター長 

 各学校におきましては、小学校には 2名の栄養教諭を配置しておりますし、中学校にも 2

名配置しておりますので、各栄養教諭が、アレルギーに関することにつきまして保護者に

対してご説明などの対応をしているところです。 
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立崎委員長 

 ほかにございませんか。田辺委員。 

 

田辺委員 

 それでは何点か質問させていただきます。はじめに 163 ページの学校教育振興事業です

けれども、こちらの附属資料に出ています教育振興協議会はどういう方たちで構成されて

いて、ここの役割をお伺いします。そしてそれぞれ内容が違うかと思うのですが、何か特

徴的な取り組みがありましたら教えてください。 

続きまして 169ページ、173ページ、要保護・準要保護児童援助事業についてですが、今

すごく日本の子どもの相対的貧困率が高くなっていて、特にひとり親家庭の貧困率は 50％

以上で大きな問題となっていまして、昨今、色々な事件の中でも問題が取り上げられてい

るのですが、実際北広島市のこの事業の利用割合といいますか、たぶん自治体によって援

助の内容や基準が違うかと思うのですが、全国平均、全道平均と比較してどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

173ページの全国全道中体連・中学校文化部活動大会出場支援事業についてですが、こち

らは以前も色々なところで要望や質問があったかと思うのですが、これは今中学生という

ことで限定されているかと思うのですが、小学生にも拡大することができないのかお伺い

したいと思います。この事業は地区大会、全道大会と順々に勝ち上がってきたといいます

か、入賞といいますか、そういうのが対象だったかと思いますが、皆様ご存知だと思いま

すが、先日新聞でも大きく報道されていました西部小学校のリコーダー同好会ですよね、

全道大会の 3 つの部門で金賞を受賞して、全国大会の切符を手にしたと聞いたのですが、

費用の面で全員が大会に行くことはなかなか難しいと聞きましたので、ぜひこれを、全国

大会に限って小学生にも拡大できないものかお伺いします。 

185ページの不登校いじめ対策教育相談事業ですけれども、これは拡大となっていまして、

たぶん学校等での研修を実施というのが新しくなったのでこれなのかなと思うのですが、

内容についてお伺いいたします。きたひろしまの教育という冊子を見ますと、25 年度は不

登校の児童、生徒が増加しているということでしたが、みらい塾があって、そちらに通う

お子さんもいらっしゃると思うのですが、そこに通うことができないお子さんたちへの対

応はどのようになっているのかお伺いします。以上です。 

 

立崎委員長 

 河合主査。 

 

河合庶務担当主査 

 ただいまの田辺委員のご質問にお答えいたします。学校教育推進事業でございますけれ

ども、市内の小中学校は西の里の陽香分校も含めまして全部で 16校ございますが、16校の
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それぞれに教育振興協議会という団体を構えてございます。教育振興協議会の事業の内容

についてですが、特色ある学校づくり事業、インターンシップ事業における職場体験、郷

土学習、スキー学習など、様々な事業を実施しているところでございます。協議会のメン

バーですが、市内の各小中学校の校長が協議会の会長を務めております。 

 

立崎委員長 

 澤井主査。 

 

澤井学校教育担当主査 

 それでは要保護児童生徒援助事業につきましてお答えさせていただきます。平成 26年度

でございますけれども、小学校、中学校両方とも約 23％程度の認定率でございます。平成

24 年度からほぼ 23％で進んでおりまして、認定率自体は平成 24 年度から変わっていない

という状況でございます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 櫻井学校教育課長。 

 

櫻井学校教育課長 

 ただいまの認定率の関係ですけれども、全国と比較した資料を今、手持ちしてございま

せん。大変申し訳ございません。26 年の資料ですが、道内の市の認定率、例えば石狩市が

全道的に認定率が一番高くて 29.4％、当市が 23％程度で、35市中 14位で、全道的には大

体中位程度という位置関係にございます。申し訳ございませんが全国的な部分での資料は

持ち合わせてございません。 

 

立崎委員長 

 平澤課長。 

 

平澤青少年課長 

 不登校いじめ対策教育相談事業の拡大部分についてのご質問にお答えいたします。まず

拡大の内容についてですが、これは純粋な拡大の部分と、経常経費から政策的経費へ組み

替えた部分の 2 つがございます。組み替えした部分につきましては、いじめ等問題対策委

員会での経常経費で見ていた分を 1回増やし、2回から 3回にしまして、この不登校いじめ

対策教育相談事業の中に入れたことで増えているのが、まず一つであります。それからも

う一つは、先ほど田辺委員がおっしゃったとおり研修に関する部分でございまして、この

部分は純粋に拡大ということで付いております。 

それから、みらい塾に通えない子どもたちへの対応はどのようなことをしているのかと
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いう部分ですが、NPO子どもサポート隊という団体がございまして、こちらに委託料を支払

いながら、こちらのサポート隊では月 1 回こういった不登校の子どもたちを対象に、登山

や魚釣りなど様々な事業を行っておりますが、例えばここに不登校のお子さんの相談があ

ったとき、相談員からこういう事業があるけど出てはいかがでしょうかとそういうお声を

掛ける、あるいは学校に NPO のメンバーが伺いまして、学校を通じてぜひこういうのがあ

るから出てみてはいかがでしょうとお誘いをして、大人などと、あるいはそこにみらい塾

の子どもたちも参加しているわけですが、コミュニケーションを図れるようにしていこう

という取り組みをしているところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 櫻井教育総務課長。 

 

櫻井教育総務課長 

 中学校体育連盟と同様に小学校に拡大をというご質問だったと思いますが、現在のとこ

ろ中学校体育連盟、部活動を中心とした支援ということで考えて行ってきておりまして、

現時点では小学校への拡大については考えていないところであります。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 今のお答えに対してですけれども、例えばこれまで、小学校は部活動と言うのかよくわ

からないのですが、学校単位で出場した例で全国大会に行かれているのは、これまでも何

件かあったのかどうかお伺いします。 

それから学校振興事業ですけれども、インターンシップとか職場体験ということをお伺

いしたいのですが、これは市内のたぶん色々な施設で受け入れをしていただいているので

はないかと思いますけれども、受け入れ先というか、その辺のところは潤滑に連携が、市

内の色々な事業者とうまくいっているのかどうかお伺いします。 

それから要保護援助児童ですけれども、大体中間どころという割合とお聞きしましたが、

教育長の今回の定例会であった最初の方針で、生きる力を養うということをいわれていま

すけれども、この生きる力と格差による貧困はすごく大きな関係があると思うのですが、

確かな学力があって、あとは健康とか体力、周りに色々な支援をしてもらえる人間関係が

あって、生きる力を育むことができると思うのですが、今本当に、生まれた環境や経済的

な状況で色々な、この社会を生き抜いていく力を持つことができない状況にいる子どもが

増えているのが現状ではないかと思うのですが、色々奨学金などの支援制度とか、うちの

まちにも色々あるのはわかっていますけれども、市として今、貧困対策と言っていいのか
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どうかわからないのですが、なかなか経済的に厳しい子どもたちの状況を、やはり支援し

ていかなければいけないかと思うのですが、この辺についての見解というか今後の取り組

みをどうやっていくのかお伺いいたします。 

不登校いじめ対策の事業についてですけれども、NPOと連携して、学校に通うのが困難な

お子さんを色々な場所にお誘いしていると聞いたのですが、それでも繋がらないお子さん

はいらっしゃらないのでしょうか。今報道とかで話題になっている事件でも、なかなか子

どもと連絡が取れない、先生が一生懸命やっていても連絡を取ることができないと言われ

ているのですが、学校だけでも、家庭だけでもなかなか対応できないという事例が出てき

ているかと思いますが、そこをどう取り組んでいこうとされているのかお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 櫻井教育総務課長。 

 

櫻井教育総務課長 

 学校単位として全国大会という形では把握はしておりません。たぶん全国大会、少年団

ですとか保護者、指導者という形の中で全国大会に出場されて、その際に小学校の名前等

を出して参加しているかと思いますが、学校としての全国大会の取り組みとしてはないも

のと把握しているところです。 

インターンシップの関係での市内企業との協力関係ですけれども、これは円滑に行われ

ていると考えています。昨年、一昨年でしたか、再開された旭ダウについてもインターン

シップ等の受け入れを行うことをいっていただいた場合には、各学校に対象企業としての

情報等も提供させていただいているところです。以上です。 

 

立崎委員長 

 櫻井学校教育課長。 

 

櫻井学校教育課長 

 要保護・準要保護に関しまして貧困対策というご質問でしたけれども、要保護・準要保

護につきましても、今の生活保護の支給割合の見直しといいますか減額ですよね。それに

よらない、減る前の基準を使っての要保護・準要保護の認定を来年度も行うということで

予算要求を今回させていただいております。そういった部分では、これまで支給させてい

ただいていた方には、これまでと変わりなく支給を続けていきたいと考えているところ、

その他に田辺委員からもお話ありましたけれども、準備金にしても奨学金にしても、先ほ

どもご答弁申し上げましたが、それなりに市としては金銭的という部分ではやってきてい

るのかなというところもございまして、新たな部分というのは今のところ考えてはいない

のが現状でございます。以上です。 
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立崎委員長 

 平澤課長。 

 

平澤青少年課長 

 それでは不登校の子どもについて、なかなか連絡がつかない、誘い出せない子どもはい

るのだろうかという質問についてお答えいたします。先ほどお話しした NPO の活動の中で

も、出てくるお子さんが限られてしまうことはやはりあります。無理矢理誘うことが難し

い部分がありまして、それはやはり色々お話をしていく中で、学校ですとか相談員が親御

と相談していく中でこうしていったらどうだろうと、色々そういった事業などに誘い出す

という形をとっているところであります。なかなか連絡が付かないお子さんがいるのでは

ないかということですが、学校としては担任等を通じて一生懸命連絡を付けるように努力

しているところであります。どうしても本人が話したくないという場合には、親御さんを

通じてという場合もありますが、極力連絡を取るように努力しております。また今回の中 1

の殺人事件の関係で国でも調査を行うということになり、3月 2日付で私どもにも緊急調査

が参りました。身体等に何か被害のある恐れのある不登校児童・生徒がいないかという調

査があり、3月 5日までに答えをいうことでして、ここに該当する生徒はなかったとお答え

したところであります。以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 今の答えに対してですが、学校としても色々と努力されていることはよく理解いたしま

した。やはり学校、家庭、地域の連携ですよね。そこのところでの役割が、スクールソー

シャルワーカーという立場の方の役割がすごく重要になってくるかと思うのですが、当市

にもいらっしゃると思いますが、その活用は今後どうされていくのかお伺いいたします。 

それから学校教育振興事業についてですが、政策評価を見ますと、この事業が学校支援

ボランティア運営交付金との統合はどうかということと、予算の有効活用の観点からとい

うことで載っていたのですが、この辺はどう考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 

それから全国大会の出場の件ですけれども、今のところ枠を広げるのはなかなか難しい

ということでしたが、一生懸命努力して、そこまで練習して練習して、全国大会の切符を

手に入れて、私も何度か演奏を聴きましたが本当に素晴らしくて、うちのまちをアピール

していくことにも繋がるのではないかと思うのです。全国大会に複数で行くのは保護者の

負担もすごく大変ではないかと思います。中学生レベルまで、どの程度までの補助という

のはわからないですけれども、費用の面で少しでも市で助成をすることで、さらに励みに

なるのではないかと思いますので、今後ぜひ検討していただきたいと思います。これは要
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望とさせていただきます。以上です。 

 

立崎委員長 

 平澤課長。 

 

平澤青少年課長 

 スクールソーシャルワーカーの関係についてお答えいたします。今後の活用はどのよう

にということでございますけれども、スクールソーシャルワーカーは様々な問題を持つ子

どもたちを見つけ出し、外部の機関に、例えば福祉関係やその他行政関係など色々なとこ

ろに繋いで問題を解決していこうという立場の相談員であります。何かがあったときに相

談を受けながら、一体その問題がどこにあるのかを抽出し、必要に応じて関係機関とケー

ス会議というものを開きまして、例えば児童家庭課が関係あれば児童家庭課、児童相談所

が関係あれば児童相談所、あと学校ですとか、様々な関係のある団体に集まっていただい

て、どうしていくか相談をすると。そういう形を取りながら関係団体を繋ぎ、総合的に問

題の解決を図っていくということで進めておりますので、今後もこの方針で進んでいきた

いと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 櫻井教育総務課長。 

 

櫻井教育総務課長 

 学校教育振興事業と学校ボランティアの関係、学校地域支援本部も含めて、今後その辺

の整備は検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。野村委員。 

 

野村委員 

 私は別冊の 21ページのエコミュージアム普及推進事業と、その下の図書館サービス提供

事業、この 2 つについて質問したいと思います。まずエコミュージアムですけれども、今

回学芸員を公募していると思います。学芸員は今も何人かおりますけど、なぜ新しく学芸

員を公募したのかという目的ですね、それを教えていただきたい。 

2番目にエコミュージアム自体は元々外から北広島にお客さんが来たときに、北広島に連

れて行くところがないと一般的に言われていた時代が長いのですが、それが今、北広島に

誰かが来たら、北広島はこういうまちだよと連れていくことができたという部分では非常

にエコミュージアムセンターは良かったと思っていますけれども、それでエコミュージア
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ムの来場者が、途中からですけれど、昨年から今年度はどのぐらい来たのかということと、

当然毎年少しずつでも人を増やすということで先ほどいった学芸員を増やすのでしょうし、

目標はどのくらいの人数を今年は目指していくのかということ。 

そして 3 番目には富ヶ岡の私の家の近くの砂利採取跡地で、新聞等で何かを発掘をした

と。あそこは沖積世（ちゅうせきせい）か何か何万年か前の化石、カイギュウが出て、そ

のカイギュウもエコミュージアムに展示していますよね。でもその何か違う目的で、たし

か北海道と一緒にあそこを調査したようなことは新聞に載っていましたけども、その結果、

何か目新しい、北広島がまた新しい何か発信するようなものが出たのかを教えていただい。 

あと図書館についてですが、駅前に図書館を持ってきて、図書館は元々普通の図書館で

はなくて人を集めるための図書館という、元々橋本委員も知っていますけれども、駅のと

ころに図書館を持ってきたということは、あそこは地域交流センターというのは名目で、

その中に図書機能も入れよう、文化ホール機能も入れようと、あくまでも駅前の近いとこ

ろは外から人を呼び込むという大きな目的の中で造ったものなのです。ただ後から図書館

とか文化ホールという名前は外に出しましたけれども、本来はそういうことをして、レク

の森のところで造る予定だった図書館をあそこで造る、文部省の部分でいくと補助金は 5

千万円しか来ないけれども、駅前に持ってきたときには 5 億円来たわけでしょ。地域交流

センターと建設省のね。そういうことがもう忘れられているけれども、今、地域創生とか

駅前開発とかいうのは、私はこの次はその時代だなと思って、1回バブルではじけて消えた

費用、もう 1 回駅前で通さなくてはいけないという、そのためには図書館も本来、人を集

めるためのという原点に戻るべきだと思います。それでたまたま今流行ってきた図書館と

いうのは佐賀県の武雄市で、もう皆さん知っていると思いますけど、TSUTAYAのやっている、

全国展開しているところに民間委託して、図書館で本を借りてスターバックスのコーヒー

を飲むと。だから図書館自体もうただ本を読むといっても本の人口は減っていると思うし、

これから先細りです。だけど集まる場所ということで、コーヒーや軽食を提供したりする、

そういう時代になってきたのでないかなと思います。それで北広島も最先端の図書館を造

って、今まで人を呼び込んできたけれども、やはり次の一手をやらなければいけない時代

になっているので、そこの辺をこの予算の中で見ているのかどうなのかを知りたい。 

最後に今回教育委員会で次長を 2 人作りますよね。次長を 2 人にすることは、どういう

意味があるのか。以上、よろしくお願いします。 

 

立崎委員長 

 小島エコミュージアムセンター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 野村委員のご質問にお答え申し上げます。まず学芸員の採用についてでございます。こ

の度 2 月 1 日号の広報等で任期付職員、学芸員の公募をしたところであります。なぜこの
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時期に公募をしたかというご質問でしたが、これまで正職員の学芸員 1 名と非常勤の学芸

員 1 名、合わせて 2 名で文化財に関する事業を進めてきたところでありますが、この度エ

コミュージアム構想の具体化の一つとして、エコミュージアムセンターがオープンし、そ

してエコミュージアムセンターのオープンを待って、色々個人で持たれている資料などを

寄贈していただいたケースもございまして、そういった歴史資料の調査、研究等、このエ

コミュージアムセンターがオープンした最初のうちにきちんと整理をし、これからの方向

付けをしていく必要があると考えまして、この度学芸員を採用することにいたしました。

その公募のときの条件でありますが、専門分野として人文科学系、特に日本史、北海道史

の専門を持っている方を公募したところであります。 

2つ目のご質問で、エコミュージアムセンターができて、どの位の入館者があるのかとい

うご質問だったと思います。7月 27日にオープンいたしまして、先週までに約 6,400人の

方にご利用いただいております。毎日数字をチェックして積み上げているところでありま

すが、季節ごとに、あるいは色々な要因とは思いますが、コンスタントに毎日何人という

平均が取れる状況ではなく、冬場は少ないですとか夏場の天気の良いときは多いですとか、

そのような状況があります。エコミュージアムセンターの整備方針の中では約 1 万人を目

標として定めておりますけれども、今申し上げましたように月平均、季節平均を単純にま

だ出せず、また 1 年も過ぎていないものですから、とりあえず現段階では 6,400 人を超え

た状況であります。ただ私たちとしても企画展示を取り替えたり、日々、例えばお子さん

たちが沢山来られるようにどう工夫したらいいか、リピーターをどう確保していけばいい

のかといったことを工夫しているところであります。 

それから 3 つ目のご質問で、富ヶ岡で行いました発掘調査の関係であります。この度の

発掘調査は 10月上旬に行ったところでありますが、北海道開拓記念館の調査として行いま

した。内容としては、象の仲間の化石がかつて出たところと同じ年代の層を中心に発掘し、

そして象の化石あるいは同じ年代の植物痕ですとか、そういったものを明らかにしていき

たいという目標でありました。現在、北海道開拓記念館でその調査の取りまとめをしてい

るところですので、また成果として発表できることがあれば申し上げたいと思っておりま

す。以上であります。 

 

立崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 図書館についてのご質問にお答え申し上げます。図書館が駅前にあるということで、集

まる場所としての視点ということですけれども、まず第一に図書館ですので資料を充実す

ることが何よりも大事なことかと思っておりますけれども、それ以外に今後その資料を踏

まえた上で沢山の情報をこちらから発信するような場面をできるだけ多く持つ、そういう
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ことによって色々な方々に利用していただいたり、そこに人が集まってくるという、情報

発信源としての機能などを充実させていくことが必要なことと考えております。また、ご

存じのとおり図書館には、図書館フィールドネットというボランティアの皆さんが活躍す

る場面が沢山ありまして、共催で事業を進めております。その事業を通して図書館の機能

を最大限に発揮して、皆様に図書館を利用していただく中で、交流の場を提供していくよ

うに考えていくことが必要と思っておりますので、沢山の皆さんに集まっていただけるよ

うに、また人が交流できるような場面を数多く創造していく運営を考えていきたいと思っ

ております。以上です。 

 

立崎委員長 

 八町教育部長。 

 

八町教育部長 

 2次長制についてご答弁申し上げます。来年度、教育部の組織の改革の中で部長は今まで

どおりですけれども、2 次長制を敷きまして、そのうち 1 人は行政職で今までと同じです。

これは教育総務課長の兼務の行政職ということで、教育総務課と生涯学習分野を持っても

らうと。それからもう 1 人の次長は現職の校長ですね、こちらにある一定期間来ていただ

いて学校教育の分野を中心にやっていただこうと思っております。学校教育の分野につき

ましては、本当に動きが激しく課題も沢山ありまして、私の感想ですけれども、教育委員

長もよくいうのですが、判断をするときに教育現場経験がないのでなかなか現場が見えな

い中で判断しなければならないことも結構ありまして、そういう部分では現場の校長がこ

ちらの次長職で来ることで力を発揮していただけるのではないかと考えております。以上

でございます。 

 

立崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 ありがとうございます。まず学芸員のことは人文科学の専門ということで、そういう人

を重点的にやること、これはいい人がもう決まったわけですね、おそらく。ぜひともそう

いう目的であれば、今までの文化財のそういう分野、それぞれ層が厚くなって、人を集め

るための努力をしていただきたいなと思います。 

また入館に関して去年 9月くらいからですか、実際は。7月くらいからだけど、半年も経

っていないのに 6,400人とはそれなりに来ているのかなという気はするのですが、1万人と

いう目標は少し低いような気がします。あそこを改装するときもすごくお金が掛かってい

ますし、ただの教育施設ではなく、先ほどから言っているように北広島に行くと北海道の



H27.3.10【平成 27年度 予算審査特別委員会】 

20 

 

歴史の一部を一応見ることができるとか、色々体験できるとか、人が色々なところから集

まるそういう基点の場所にするのはやはり多くの目的で、多額のお金も掛けたわけですか

ら、ぜひとも大きな目標を立てていただきたいなと思います。 

遺跡は北海道が中心になってやったということで、なんか聞き取りづらかったけど、象

の化石か何かを発掘するということですが、ぜひとも北海道でお金を出してやったとして

も、そこは北広島でもし素晴らしいものが出たら、前のカイギュウと同じように、近々で

は穂別で歴史的な大スクープというかああいうものが出て、一躍全国区に名前が出たので

すが、北広島もシティセールスはそういうところから始まると思うので、ぜひとも良いネ

タというかそういうものがあれば、宣伝に活用していただきたいと思います。 

問題は図書館ですね。私が危惧しているのは。それでただ資料が揃えれば人が来るとか

いうのではなくて、また建物を綺麗にしても人は来るわけではないです。実はこの北広島、

僕はたまたまこのときに議員になったからわかっているけれども、北海道で初めてあそこ

の図書館は北広島市民でなくても、あるいはここに職場がなくても本が借りられるという

画期的な図書館だったのです。それは制度なんですよ。それをまねしたのが石狩ですけど。

でも最初に色々なところから人を呼び込むのが一つの目的だったから、長沼とか南幌とか

ああいうところに住んでいる住民にも門戸を開いたのです。札幌市の図書館は札幌市民か

そこで働いている人しか借りられなかったのです。だけど、沖縄の人が借りるのに免許証

は、免許証というか住所は必要だから、コピーさえ持ってきたら北広島の図書館で本を借

りられるのです。そういう仕組みを作ってどんどん人を集めるというのは、先ほど言った

ように建設省の補助を 5億円も貰ってやったわけだから、やらなくてはいけないけれども、

図書館は本を読むだけのところという一つの時代は終わって、そこで本を借りたあとにゆ

っくりお話をしながら、コーヒーを飲みながら、軽食を取りながらという時代になってき

たのではないかなと。さらに皆さんご存じかどうかわかりませんが、そういうことは当時

の本禄市長がきちんと先を読んでて、図書館の 2 階に DVD のコーナーがありますね。あそ

こは一応飲食は出せるように作ってあるのです。だからすぐにでもできるはずです。お金

さえ掛ければ。そういう部分で駅前の元々の目的というのは人を集める、それこそ今、地

方創生になってきたけれども地方創生の先端を行っていたのですから。それを図書館も頑

張って、また思いを起こしてやってもらいたいと思いますし、そのためにやはり研究する

ことをやらなくてはいけないのではないかなと思います。それについて八町部長に答えて

いただきたいなと思いますけれど。 

次長制の部分に関しては、2人プロパーというか、本当の教育を知っている人と事務方と

2人入れて充実させる、これは非常にいいことだなということでわかりました。最後 1点だ

け。 

 

立崎委員長 

 八町部長。 
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八町教育部長 

 今のご質問で、改めて原点の部分を、私もそういうことだったのだろうと学びました。

他市と比べて貸し出し率が良いもので、現状に少し甘んじていた部分もあるかもしれませ

んので、これを機会にもう少し工夫や改善をしていきたいと考えております。以上でござ

います。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。橋本委員。 

 

橋本委員 

 野村委員と関連するところでお許し願いたいと思いますが、まず第一点は学校教育の関

係でして、今、野村委員が質問したように校長をされていた方が学校教育の次長職で来ら

れるということで、部長から答弁がございました。そこでお尋ねしたいのは、今一番大き

な、新年度においてはやはり人口減少問題、地方創生あるいは総合計画 5 カ年経った見直

しと、これが私は最大のポイントというか、誰から見てもこの議論は避けて通れない最大

の課題だと思っております。そういう視点から見ますと、子育て支援の充実であるとか素

晴らしいことを先行してやって、先行型で助成金も出たと思うのですが、そこにもう一つ

は教育というものが、私ども質問させていただいて、教育も非常に大切なことであります。

この次長職を導入したということただ単にそればかりではなくて、これ質問しましたけれ

ども、今非常に、特に団地は小中学校とも少子化の傾向で、児童数、生徒数は減少してい

きまして、緑ヶ丘小学校などはもう 3 年すると 1 学級になると予測されております。また

高齢化と若年層の流出も今叫ばれているのではないかと私は認識する 1 人でありますが、

その中におきまして、学校の児童数が少なくなりますと、一方では学校の統廃合という議

論が必ず出てきますが、私はこれは個人的には賛成しかねますけれども。そんなことで小

中連携教育、今やっておられることに沿って、小中一貫校あるいは特認校制度などが私は

考えられると思いますが、こういった重要なことも含めて、この次長職の方が学校を見る

ばかりでなくて、こういうことを検討する中に入るのか。またこういうことを今、地方創

生の関係で学校教育の学校のあり方について検討するテーマとなって、これから議論され

ていくことになるのか。それをまず第一点、お伺いをしたいところです。 

もう一つは、これも野村委員と重複しまして、同じ会派でこういった活動してきたもの

ですからお許し願いたいのですが、エコミュージアムの関係で小島課長にお尋ねいたしま

す。何度か見学させていただきまして、色々と丁寧なご説明に感謝いたしますけれども、

シティセールスの関係を野村委員が言っていましたけれども、2019 年は開道 150 年になり

ます。開道は明治 2 年だから 150 年なのです。これ歴史ですよね、まさに。原点にもう 1

回振り返る。そういうことを道の施策でやると思うのですけれど。駅逓所のことを本会議

でも質問させていただきました。それはさりとて、そのエコミュージアム資料館のところ
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で広葉というか、あそこは「いこ～よ」か、本来なら郷土資料館はどこのまちにもありま

すけれども、しかし 1 回行ったらなかなか行かないというものがあって、多額の建築費を

掛けるということもありますけれども、しかしあそこは活用されていますよね、市民交流

の色々なことで。しかし歴史的資料館ということがぴんとくるようなネーミングがどこか

にあってもいいなと。 

それともう一つは常設。教室を 6 つか 7 つ使っていますね、一室くらいは常設で最低限

展示をしておかなければならない、常設で。そういうものがないですよね。だから古くか

ら来た人は「何だよ、あれは郷土資料館の代役をさせているけど、さっぱりおらにはわか

らんじゃ」というお年寄りもいますよ。少なくともそれだけでは意味がないと思います。

恵庭なんか行ってみましても。でも一つくらいの教室には当然常設的な写真でも構いませ

んけれども、何かあってもいいでないだろうかなと。その都度メニューを変えるというも

のはわからないでもないですが、しかし一番懐かしむのはそういった方々もあるのではな

いかと私は思うので、ここの部分で多少は、今まで造って計画どおりいっていると思うの

ですが、多少、軌道修正を 1 年経ってみて検討してはいかがかなと、ご提案を申し上げた

いと思いますが、2点だけご見解を賜りたいと。 

 

立崎委員長 

 八町部長。 

 

八町教育部長 

 1点目ですけれども、教育部も地方創生の議論にはしっかり今後は、まっていきたいなと

思っています。今年度も地方創生絡みで全庁的なアイデアを募集しまして、その中では熟

度の低いものも含めて、発想段階のものも含めて、部全体で結構出しました。アイデアが

採用されるかどうかはわかりませんけれども、今後地域総合戦略ですか、そういうものを

立てるときには、教育部としてもしっかりそこにかかわっていきたいなと考えております。 

それから学校の配置の関係等、大きな問題があります。新しく配置される教育職の次長

職につきましては、当然そういうとこにはかかわっていただきたいし、なかなか行政のこ

とはわからない部分もあると思いますので、行政職の職員と一体となって取り組んでいき

たいと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 小島エコミュージアムセンター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 まずシティセールスということもあり、2019 年の北海道 150 年というものを意識されて

はいかがかというご指摘がございました。エコミュージアムセンターでも、例えば平成 27
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年度が旧島松駅逓所が国指定史跡として公開されて、ちょうど四半世紀、25 周年に当たる

ということで、予算要求の内容になりますが、大きな企画展としては年度後半に駅逓展、

駅逓を題材とした 2、3カ月かけての企画展を準備していこうと考えているところでありま

す。そのように市の歴史年表を紐解いていきますと、毎年何かしらの周年記念の年がやっ

てまいります。そういった考え方の中で、当然 2019年北海道 150年もございますので、関

連付けられるものも合わせて検討していければと考えております。また「いこ～よ」とい

うネーミング、あるいは知新の駅というネーミング、なかなか知れ渡っていない状況はあ

るのかもしれません。知新の駅といたしましてもリピーターあるいは 1 回来た方が何か手

に持って帰れるようなパンフレットのような、資料のようなものも用意しながら広めてい

こうと考えているところであります。 

それと常設展示の関係では、教室の 3 分の 2 ぐらいのスペースで常設展示スペースを、

特に 3 偉人のコーナーというのを設けているところであります。その他常設展示としては

地球の歴史と生命の歴史を展示しているところがございます。ただなかなか他のまちにご

ざいます郷土資料館と比較しますと、明らかに姿が違う、姿が違うのは元々の発想が違っ

ていたからではあります。ただ先ほどの野村委員のご質問にもお答えを申し上げましたよ

うに、平成 27年度からは 3年間ではありますが歴史分野に強い学芸員も仲間となりますの

で、その方とも一緒に今何を展示すべきなのか、それから、もしスペース的に制限がある

とすれば、どのように展示するものを取り替えながら、どういうものをタイムリーにお示

ししていけばいいのか、そういったことも含めて具体的な検討に入っていけるかと思って

おります。また色々なご意見をいただいていることがわかってまいりましたので、先月か

らではありますが、エコミュージアムセンター知新の駅の受付にご意見箱、感想箱を置き

まして、来館者の方からの色々な感想などを把握できるようにしたところであります。こ

れからも工夫をしながら常設展示、それから企画展示を含めてでありますが、進めてまい

りたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 橋本委員。       

 

橋本委員 

今お話ございましたように、25 周年ですか、駅逓所が国指定史跡として公開になりまし

て。まず 1 点この件で聞きたいのですが、何人ぐらい駅逓所に今見学者がいるのかお尋ね

したいのですが。 

 

立崎委員長 

 小島センター長。 
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小島エコミュージアムセンター長 

 旧島松駅逓所でございますが、平成 26年度は、中を見学した方それから館外だけを見学

された方を合わせて 6,682人という記録がございます。26年度は 8月と 10月にライトアッ

プを行いましたので、その際の来館者の方も含めますと 6,996 人であります。ちなみに平

成 25年度は来館者 6,966人、これに「久蔵祭」を行いましたので、その間 1,000人という

ことで加えますと 7,966人となっております。以上です。 

 

立崎委員長 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 北海道 150 年の話もさせていただきましたし、行政の皆さん方はそういった角度から何

か知恵があればということを考えいただきたいなというのと、もう 1 点は、僕も暇があれ

ば駅逓所に行きます。どこから来たのですかと聞くと遠方から来るんですね。今、小島課

長がおっしゃったように、入らないでクラークの写真をあそこで撮っていく人もいるし、

また入る方もいらっしゃいます。要するに観光スポット、記念撮影をするところ、何かこ

れは考えたらいいのかなと。建物をバックにするとかあるものをバックにするだけでなく

て、極端に言えば、そこまで必要ないですが、もっといい発想あれば、顔だけ、頭だけ出

して写真を撮るものがありますよね、例えばの話ですよ。何かあの辺そういって、稲のこ

う大きなこう、籾みたいになったやつだとか、そこで記念撮影する、そしてどこに行った

かわかる、そんなことを観光地ということで、観光地というか今度遺産となって、さらに

あそこの見学者が増えていくことを望みますけれど、またそんなことで来た人がこんなと

こだよということで、施設そのものよりもまた思い出として観光スポット的なものを、特

に小島課長は絵が上手ですからそういう発想などされたらいかがかかなと思いますので、

このようなことをご提言させていただきまして終わりたいと思いますが、いずれにしても

皆さんの 150 年ということは大変なことです。野村委員も歴史図書館の歴史の話をしてお

りましたけれども、明治 5 年から 6 年にかけて今の道路ができたというところにも史跡が

立っているわけです。これは私どもにも意味合いは非常に大きいのです、あの島松駅逓所

という場所は。ただし中山久蔵だけではないのです。そんな視点で一つ検討して、ご尽力

を賜りたいと申し上げまして終わります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 それでは何点か、少し準備不足で申し訳ないのですがお聞きいたします。まず 167 ペー
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ジ以降の学校大規模改造についてお伺いいたします。新年度も色々なところで行われます

けれども、28 年度以降の大規模改造の計画についてどのようになっているのかをお伺いし

ます。 

それからページはわかりませんけれども、部活動の補助あるいは学校の校外授業の補助

についてお伺いいたしますけれども、部活動補助については、例えば体育系についてはバ

スケットボールや野球の道具の補助などがあるかと思いますし、文化系については学校に

よって器楽演奏などが大変盛んなところもあるのですが、そういった楽器の補助というよ

うな、補助がどのように計画的になされているのかお伺いします。授業としてスキーある

いは宿泊授業それから修学旅行についてはどういう状況になっているのかわかりませんけ

れども、これらに関してバスの運行が厳しくなって、非常にバス代の手当てが大変になる

のではないかと危惧されているのですが、その辺のところをお伺いします。 

それから 181ページの芸術文化ホールの修繕については、かねがねお願いしたのですが、

ロビーの椅子ですね、非常にみっともない。これは 1 年以上も前からお願いしてたのです

が、もう表面が擦り切れて大変見苦しい状況になっているのですが、なぜ今あれが放置さ

れたままなのか、その修繕の見通しをお伺いします。 

それからエコミュージアムについては、私ももう最近はお邪魔してないのですが、何回

かお伺いしましたけれども、学芸員の方が案内してくれて、大変素晴らしいなと思ったの

ですが、この学芸員の非常勤の方々の処遇について、今お 1 人ですか、お 2 人ですか。処

遇についてどうなっているのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 松崎主査。 

 

松崎施設担当主査 

 それでは学校の大規模改造の 28 年度以降の計画についてご説明いたします。平成 28 年

度につきましては、大曲東小学校の体育館の屋体の大規模改造工事と、それから東部中学

校の屋体の大規模改造工事を予定しております。続いて 29年度ですけれども、予定としま

しては引き続き東部中学校の校舎の大規模改造工事を予定しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 河合主査。 

 

河合庶務担当主査 

 中学校の部活動の補助についてですが、吹奏楽部に関しましては市内の中学校 6 校のう

ち 3 校吹奏楽部がございまして、例年吹奏楽部の楽器購入に伴う予算を計上しているとこ

ろですが、27 年度の予算におきましては昨年度の教育予算要望委員会からの要望も踏まえ
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まして、前年度から見ますとおよそ 120万円程度アップの金額を措置してございますので、

関係する中学校との話し合いの中で今後配分していく予定でございます。 

そしてバスの運行のことでございますけれども、ご指摘のとおり昨年 4 月に新たな運賃

料金体系が整備されました。それに伴い教育委員会、まず中学校の体育連盟における管内

の運行に伴うバス代ということで、昨年の 6 月の議会で補正の対応をしているところでご

ざいます。27 年度の予算に関しましても昨年の補正の内容のとおり予算措置をしてござい

ます。その他バスの運行に伴うものといたしましては、教育振興協議会補助金に増額分を

要求して、それも査定がついていますし、あと学校教育団体活動支援事業の北広島市教育

研究会補助金、こちらにおいても中学校、小学校で文化事業委員会という中でバスの運行

を伴う事業がございますので、そちらもそれぞれ増額の予算を措置しているところでござ

います。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 丸毛課長。 

 

丸毛文化課長 

 芸術文化ホールのロビーの丸い椅子のことをご指摘いただいたと思うのですが、その内

容についてお答え申し上げます。たしかに皆さんに快適に使っていただくという観点から

いきますとかなり老朽化しておりまして、特に縦の部分が擦り切れていると認識しており

ます。改善していくように努めてまいりたいと考えています。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 笹森主査。 

 

笹森エコミュージアムセンター担当主査 

 エコミュージアムセンターの非常勤の処遇の関係についてお答えいたします。現在は非

常勤職員 1名を賞与含めまして 14カ月分という内容で雇用しております。以上でございま

す。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。    

 

板垣委員 

大規模改造については、そうしますと 29年度以降は改造の予定なしと、大規模改造をす

る必要なしということでしょうか。例えば緑陽中学校の体育館も今年度は耐震補強、それ

から非構造部材の耐震化ということで大規模改造にはなっていないと思います。それから
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校舎の改造も計画されていないのでしょうか。私は必要ではないかと思いますけれども、

お伺いいたします。 

それから部活の補助、吹奏楽の補助についても何とか増額を講じていただきたいと思う

のですが、吹奏楽部について私もあまりよくわからないのですが、子どもたちの腕が上が

ったとしてもやはり楽器の良し悪しが非常に影響してくるということで、北海道地区大会、

札幌地区大会などが毎年 Kitaraでやられています。私も行くのですが、やはり札幌との違

いは楽器の良さだと指摘もされておりますので、ぜひその辺のところの改善もお願いした

いと思います。 

それからバス代等については、これは予算措置されて例年通りできるという考えでよろ

しいのでしょうか。 

芸術文化ホールのロビーの椅子については、新年度で改修を行うという考えでよろしい

ですね。確認します。 

そしてエコミュージアムの学芸員についてですが、現在は女性の方ですか、非常勤の方。

実はその前に男性の方もいらっしゃったと思うのですが、辞められたかもしれませんが、

これは処遇が非常に問題だと思うのです。14 カ月分ということですが、非常勤職員という

ことでたしか 1カ月 13万 6千円くらいだったと思います。非常勤ですから他のアルバイト

も何もできないという状態で生活していくのはまずできないですよね。私は男性の方が非

常に優秀な方だったと思うのですが、やはりこれでは生活できないということで辞められ

たのではないかと勝手に類推しているのですが、そういう点で十分、今の学芸員の方も情

熱を持って当たられていると思いますので、それに応えられるような処遇にしていただき

たいと思うのですが、いかがですか。 

 

立崎委員長 

 櫻井教育総務課長。 

 

櫻井教育総務課長 

 小中学校の校舎、体育館等の大規模改造、先ほど 29年度までしか申し上げなかったので

すが、当然その後も予定としては色々と改造を計画しています。ただ回答として 29年度で

切らせていただいたのは、ご存知のとおり推進計画が 3 カ年単位で毎年見直しを行なって

いますので、今現在はっきりと 29年度までに予定しているのがその内容ということでお答

えさせていただいております。もちろんそれ以降全くしないということはございません。 

それと吹奏楽部につきましては、先ほども申し上げて少し説明不足でしたが、額として

は昨年 100万円だったのが、27年度は 226万円で倍増ということで、補助金を倍増しなが

ら楽器の充実に努めていきたいと、今回の予算は措置しているところであります。 

それとバス代につきましては、間違いなく増額分、料金の見直しによる増額によってバ

ス運行に支障がないように、その分に見合った額を事業ごとに予算を措置しているという
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内容になっております。以上です。 

 

立崎委員長 

 丸毛課長。 

 

丸毛文化課長 

 椅子の関係ですけれども、何とかやりくりする中で市民の皆さんに快適に使っていただ

けるように、改修に努めてまいります。よろしくお願い致します。 

 

立崎委員長 

 小島センター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 現在、知新の駅には女性の学芸員が 1 人非常勤として勤務しております。その者につき

ましては、1 日 5.75 時間という状況の中で勤務していただいていますが、ただ専門職でも

あり、前任の者もそうでしたが非常に高いスキルを発揮していくような方です。知新の駅

の各種展示あるいは色々な教育、啓蒙事業においても力を発揮していただいているところ

ですが、5.75 時間を超えて仕事をする場面もございますが、そういったものは振替休とい

う制度もありますので、そういったものを消化しながら勤務していただいているところで

あります。非常勤の賃金のことにつきましては、私たちの課だけで解決していくものでは

ないと考えているところであります。以上です。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 ぜひ職員課とも協議をして、より安心して業務に就けるような処遇改善を努めてくださ

い。お願いします。 

学校大規模改造については、これは文科省等も新年度、結構予算措置をしていますよね。

集中的にやっていこうということですから、そういう状況も受けて、ぜひこの大規模改造

も予定を早めていただいて、年度を早めて計画を組むということもしていただきたいと要

望して終わります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。藤田委員。 
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藤田委員 

 それでは 9項目について簡潔にお聞きをしたいと思います。161ページ、教育振興経費に

当たるのかなというので 3 問。まず教育執行方針で大曲スタンダードの取り組みに学び、

全中学校区において取り組むとありましたが、これは具体的にどのように進めていこうと

しているのかお聞きします。それから、全国体力運動能力調査の結果を踏まえてとありま

すが、まず本市の実態はどうであるのか。それから 27年度の予算にこれを反映させていこ

うとしているのか、まずお聞きをします。それから防災教育。小学校 5 年生又は 6 年生全

員で AED の訓練をしているとありましたが、中学校では AED の訓練は行われているのかを

まずお聞きします。 

それから 163ページ、学校 ICT環境整備事業。これはタブレットでありますが、4月から

いよいよ小学校で始まります。まず 6 年生が使って翌年中学校に上がるわけですが、小学

校との連携ですね。これに関しては中学校のコンピューター教室の更新もあると思います

が、まず教育委員会の基本的な考え方、それから仮に中学校ですぐタブレットが導入でき

ないとした場合に何らかの対策なり取り組み方なりを考えているのかどうか、お聞きした

いと思います。 

それから 165 ページ、奨学金支給事業。先ほど市の奨学金の質問がありましたが、別の

角度で。昨年もこの委員会で質問しましたが、国で昨年から実施した、高校生がいる低所

得者世帯を対象にした奨学生のための給付金が創設されました。26 年度、国からいただけ

る対象者の奨学金と市の奨学金が重なる恐れがあるけれども、その実態はどうであったの

か。それから市独自の奨学金と国からの奨学金を、両方受給したケースがあったのかどう

か。ここをまずお聞きしておきたいと思います。 

それから 169 ページ、それから 173 ページ、小学校、中学校の要保護・準要保護。これ

は先ほど各委員から色々質問が出たので、違う角度で 1 点だけ。福岡市は入学準備金の支

給を現行の 7 月以降から入学前の 3 月中旬に前倒しすることを今年度から決めたようであ

ります。まず本市の実態はどうなっているのか。また福岡市のような取り組みをしようと

した場合、どのようなことを整理しなければいけないのか。まずお聞きしておきたいと思

います。 

それから 177 ページ、公民館費。昨年できた相撲場。まだ雪の関係で中身を見ておりま

せんが、素晴らしいものだと聞いております。この設備の内容と供用開始、こけら落とし

はどのように考えているのかお聞きします。 

それから 179 ページ、文化財保護活用事業で、昨年作成した自然遺産、それから歴史遺

産のハンドブックは何冊作ったのか。またどういったところに配布し、市民周知はどうさ

れたのか。また体験学習にも活用とありますが、具体的にはどのように活用しようとして

いるのか。 

最後に旧島松駅逓所の環境整備と教育長の執行方針にありました、これは島松川の河川

改修とも絡む話だと思うのですが、その辺の状況とこの環境整備は具体的に何をさせるの
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か。1回目お聞きします。 

 

立崎委員長 

 櫻井学校教育課長。 

 

櫻井学校教育課長 

 まず大曲スタンダードについてお答え申し上げます。平成 27年度の学校教育の推進方針

におきまして、来年度の重点として中学校区単位での目指す子ども像を明確にしたキャリ

ア教育を支える北広島スタンダードの確立という形で掲げまして、小中一貫した学習生活

習慣の醸成を図るために、中学校区ごとにスタンダードという形で確立していただくこと

を各学校にお願いしております。各学校では来年度の学校の運営方針の中で、そういった

取り組みについて取り組んでいただけるものと考えております。 

続きまして 2 点目の全国体力運動能力運動習慣等調査の結果についてですけれども、全

国の小学校 5 年生と中学校 2 年生を対象に行った調査結果、市内の調査結果につきまして

は概略だけ申し上げますと、実技の部分だけでは小学生は男女とも、トータルでいいます

と全国平均をわずかに下回っております。中学生は逆に全国平均を上回る形になっており

ます。特に全体での結果を見ますと、特に中学生の女子が昨年度までかなり低かったので

すが、今年度は大幅に伸びまして非常に良い結果となっております。あと種目等の関係で

言いますと、小学校では握力や立ち幅跳び、それからソフトボール投げといった、どちら

かというと瞬発力を要する部分で全国を上回っているのですが、20 メートルシャトルラン

ですとか、それから長座体前屈、こういった持久力や柔軟性を要求されるものが全国を下

回っている結果になっております。中学生では握力や反復横跳び、立ち幅跳び、こういっ

た部分で全国を上回っておりますが、持久走の部分で全国を下回るというように、小学校

と同じように瞬発性には富んでいるのですが、持久性に少し問題があるという結果がおお

むねですけれども見えている状況でございます。この結果を受けまして特に今年度、各学

校においてはこの体力テストだけではありませんけれども、それぞれで目標を設定しまし

て、体力向上に向けた取り組みを行ってきたことが良い結果に結び付いているのではない

かと理解しております。さらに今後につきましては、特に幼児期、小さいうちから継続し

て運動習慣をつけていくことや、運動することの楽しさを子どもたちに学んでいただいて、

これが生涯スポーツに繋がっていくということが重要ではないかと考えております。 

それから 3 点目の防災教育についてですが、小学校では実施しております。中学校につ

きましては、今現在ここ数年、6校中 5校で AEDを含んだ救急救命講習をいずれかの学年で

取り組んでおります。1校につきましてはなかなか学校の日程と消防の日程が合わなかった

りしてできておりませんが、来年度につきましてはその学校についても実施する方向で今

消防と日程調整をしているということですので、来年度につきましては全校で救急救命講

習が行われるものと考えております。以上です。 
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立崎委員長 

 花田主査。 

 

花田企画担当主査 

 学校 ICT環境整備事業についてでございますが、中学校は平成 24年度に更新事業を終え

ておりまして、現在のところ次回の更新は平成 30 年度を予定しているところであります。

なお、平成 24年度の導入の際にはタブレットではなく、当時ノートパソコンを導入してお

りまして、こちらにつきましては普通教室での無線通信機能も整備しておりまして、普通

教室に持ち込んだグループ学習等にも対応しているところでございます。以上でございま

す。 

 

立崎委員長 

 澤井主査。 

 

澤井学校教育担当主査 

 奨学金支給事業と要保護児童生徒援助事業についてお答えさせていただきます。市奨学

生の平成 26年度の選考にあたりましては、昨年 4月末に実施したところでございます。国

の高校生等奨学給付金制度との兼ね合いでございますけれども、国の制度の申請時期が本

市の選考時期よりもかなり遅く、8月から 9月に申請時期ということであり、その決定もそ

れ以降というところでございまして、半年以上も受けられるかどうかわからないという状

況を、奨学金の支給とすり合わせることが、しっかりとした安心した学校生活を送るとい

う保証の観点から、国の奨学金の給付制度を考慮せず平成 26年度は実施したところでござ

います。なお、現在の 1 年生におきまして奨学金給付制度の対象となる者は、実際に支給

を受けているかどうかまでは確認をしておりませんけれども、試算では新 1 年生申請者 49

名に対しまして、22 名が国の奨学給付金制度の支給を受けたのではないだろうかと試算し

ているところでございます。 

続きまして要保護児童生徒援助事業についてですが、福岡市の就学援助の入学準備金の

入学前支給であると思いますが、ホームページまた報道等で確認したところ、福岡市では

大きくは平成 25 年中の収入を基礎とした平成 26 年の住民税の課税状況によって対象とす

るかどうかを判断基準とし、入学前の準備金を 3 月末までに支給する形で報道されている

ようなものでございます。本市につきましては、やはり直近の収入の状況を判断基準にす

ることで、より保護者の実情に沿った支援ができるものと考えているところから、平成 26

年中の収入の確認が取れるのが確定申告等の時期を合わせますとやはり 2 月から 3 月とい

うことでございますので、引き続き昨年中の収入を基準として平成 27年度の支給の対象を

決定させていただく方向で検討させていただき、支給時期につきましては例年通り 4 月中

の支給に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 
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立崎委員長 

 棚田社会教育課長。 

 

棚田社会教育課長 

 相撲場は屋外でできる期間を少しでも長くできるよう、屋根、風除けのシートと、暖房

設備、ヒーティングを設置しております。供用開始につきましては、中央公民館本体と一

緒に 5 月 1 日からを予定しております。こけら落しにつきましては、今後関係機関と調整

を図っていきたいと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 小島センター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 自然遺産、歴史遺産ハンドブックについてお答え申し上げます。エコミュージアムセン

ター知新の駅がオープンしました昨年 7月 27日までに、自然遺産ハンドブックを 200冊ほ

ど作りまして、ビジターホールのラックに置きました。また歴史遺産ハンドブックは昨年

末に原稿等を整えて発行を決定したところですが、その後、最終調整をし、現在印刷、製

本を手掛けているところです。ここ数日中には歴史遺産ハンドブックも揃いまして、今 300

冊を用意しているところです。同時に、自然遺産ハンドブックにつきましては残部が少な

くなってきましたので、さらに 100 部の印刷、製本を手掛けているところです。これらは

手作業で行っております。 

また周知と活用の方法についてですが、まずどこに置いてあるかということですが、エ

コミュージアムセンター知新の駅のビジターホールに入りますとパンフレット等のラック

がございまして、そこに自由にお持ち帰りいただけるように置いております。またガイド

役のテーブルがあるのですが、そこでもガイド役である、まちを好きになる市民大学のＯ

Ｂの方が、お客様の興味の範囲を確認しながらお渡しすることもあります。活用方法につ

いては、地域遺産発見バスツアーというのを何年も続けてきておりまして、そういったバ

スツアーのテキストとしても活用していくことを考えております。また、まちを好きにな

る市民大学の資料としても活用できるかと考えているところです。またその他の活用方法

なども検討していければと考えております。 

旧島松駅逓所の環境整備につきましては笹森主査から答弁申し上げます。 

 

立崎委員長 

 笹森主査。        
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笹森エコミュージアムセンター担当主査 

環境整備事業についてご説明を申し上げます。現在予算要求しております整備事業の関

係につきましては裏庭、散策路周辺の枯れ枝、倒木関係の修景整備での要望となっており

ます。併せまして周辺整備事業河川改修の関係ですけれども、こちらは総合行政的に考え

ていこうという視点から、政策調整課が中心となりまして各関係課を取りまとめて、今後

検討していくことになっております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは何点か質問いたします。まず大曲スタンダードですね。これに関しては各中学

校に広げていきたいということで大曲中学校の校区以外、各地域にいっぺんに広げようと

するのか、それとも手を挙げたところに 1 カ所なら 1 カ所でやっていただこうと思ってい

るのか、進め方ですね。まずお聞きします。 

それから体力調査。中学生は恐らく良いのだろうと思います。小学生ですね。これが下

回っているということで、今年度の予算に小学生の体力向上に何らかの反映がされている

のかどうか、お聞きしておきたいと思います。 

それから奨学金支給事業は去年は国と市のダブルでの支給時期ということでなかなか決

定時期の関係もあって難しかったのかなと思うのですが、今のお話ですと 22名の方が国の

支給も市の支給も受けたのではないかということで。27 年度その辺のすみ分けといいます

か、その辺はどのようにされるのか、あくまでも国で受けた方は市の奨学金は辞退してい

ただくとか、市で受けた方は国の方と、その辺をどう整理をするのかお聞きをします。 

それから就学援助に関しては現行どおりやるということですが、これは福岡でやってい

るわけですから、他市でもやろうと思えばできると思いますので、総括でもう一度やりた

いと思います。 

それから相撲場ですね。今後の使い方。これだけ立派なものができたので、この施設を

色々な団体、例としては大学の相撲部の夏季合宿に使ってもらうとか、空手大会が今年度

で終わりますから、そういう意味でこの相撲場を使って色々なイベントが企画できないの

かどうか、その辺の考えなり戦略を持っているのかどうかお聞したいと思います。 

それから自然遺産、歴史遺産を、市のホームページでも見られるようにアップされてい

るのかどうか、これを確認します。 

 

立崎委員長 

 櫻井学校教育課長。 
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櫻井学校教育課長 

 大曲スタンダードについてでございます。私どもとしては全ての中学校区で、内容につ

いては当然それぞれの学校で課題になる学習環境、生活習慣など、それぞれの学校で課題

とする部分があるかと思いますので、大曲のように挨拶、返事、立腰、言葉、こういった

ことと全く同じになることはないとは思いますけれども、それぞれの中学校区で課題とな

っている点について、小中連携して取り組んでいっていただきたいと考えております。 

それから先ほど答弁漏れして申し訳ございません。全国体力調査に伴う予算の部分です

けれども、特に予算措置というのはございません。ただ市としても、特に小学生について

は、例えば社会教育分野でやっております、いちにのジャンプ大会やスーパードッジボー

ルなど、そういった部分への参加を奨励するとか、そういったところも含めて小学生の体

力向上に向けて啓発も含めてやっていきたいと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 澤井主査。 

 

澤井学校教育担当主査 

 奨学金支給事業についてお答えいたします。平成 27年度の考え方ですけれども、国の高

等学校等就学支援金制度の確立により、市奨学金は授業料以外の教材費としての位置付け

が非常に濃いものとなっております。その中で平成 24年度の文部科学省の学習費調査にお

きまして、公立の高等学校の教材費等につきましては、年間 15 万 4820 円掛かっていると

いうことで結果が公表されております。公立の高等学校の在籍者でその子以外に 23歳未満

の扶養されている兄、姉がいる世帯で、第 2 子以降の高校生等がいる世帯、かつ住民税が

非課税の世帯につきましては、新しい国の制度、高校生等奨学金給付制度から約 12万 9700

円が支給されることになっているようでございます。そういったところから平たく、沢山

の方を支援するという観点におきまして、そういった方については市町村民税課税の状況

を確認した上で対象外とさせていただくなど、対象外とさせていただいた場合は次点の候

補者を追加で選定するなど、今後の奨学金の選考委員会の意見を聞いていきながら対応に

ついて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 棚田課長。 

 

棚田社会教育課長 

 相撲場の今後の活用についてお答えいたします。毎年実施しております、インドア子ど

も相撲大会、これには毎年 200 名ぐらいの子どもが参加しております。多くの皆さんに今

後相撲場を使っていただけるよう工夫していきたいと考えております。また北海道相撲連
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盟の合宿や大学の相撲部の合宿、また中体連の全道大会などの話もございます。市外から

多くの方々が来ていただけるような活用を今後検討してまいりたいと考えております。以

上でございます。 

 

立崎委員長 

 笹森主査。     

 

笹森エコミュージアムセンター担当主査 

ハンドブックの関係についてご説明申し上げます。現在文化財収蔵システムにデータを

入れる作業しております。今年度中は閲覧できないのですが、来年度の早い時期に閲覧で

きるようにしたいと思っております。そちらの中で自然遺産、文化遺産それから現在仮称

になりますけれども産業遺産含めて他の遺産部分のハンドブックも作成し、閲覧それから

ダウンロードできるような形に進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後に要望としておきます。国の奨学金と市の奨学金があって、制度とか申し込み時期

も色々違うと思うのですが、1人でも多くの方が貰えるように丁寧な説明と周知をお願いし

たいと思います。以上で終わります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

立崎委員長 

以上で教育費の質疑を終わります。 

以上で一般会計予算の質疑を終わります。 

午後 1時まで休憩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) 

 

立崎委員長 

午後 1時まで休憩といたします。 
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休 憩  11時 56分 

再 開  12時 58分 

 

立崎委員長 

 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予算の質疑を行います。 

質疑のある方、挙手をお願いします。藤田委員。 

 

藤田委員 

 2 点ほど簡潔にお聞きします。まず 19 ページ、医療費適正化事業。データヘルス計画を

策定し、特定健診の効果的な受診勧奨など医療費抑制に努めるとありますが、この具体的

な取り組みについてご説明願いたいと思います。 

それからページ 29ページ、特定健診事業で重症化予防の保険事業の強化、それから自治

会、町内会の協力による健診の実施ということで、これは昨年からも取り組んできたと思

いますが、その効果がどの程度上がってきたのか。また 27年度は何に特化して取り組むの

かご説明願います。 

 

立崎委員長 

 松下主査。 

 

松下国保給付担当主査 

 データヘルス計画を策定し、特定健診の効果的な受診勧奨を実施するということですが、

こちらはまだ計画策定前のため、はっきりしたことは言えませんけれども、例えば特定健

診の受診がない方や、健診結果から高血圧、糖尿病、脂質異常症などが疑われ、医療機関

の受診もない方をレセプトデータから医療受診状況に応じた受診勧奨対象者として抽出し、

区分別に受診勧奨を行うことなどが挙げられると思います。以上です。 

 

立崎委員長 

 浜山主査。 

 

浜山特定健診担当主査 

 重症化予防の保健指導の強化につきましては、まず 27年度は一つ、かかりつけ医の指示

のもと、治療中の糖尿病の方を対象に食事、服薬等の保健指導を行うことで人口透析への

進展を防ぐ取り組みを委託で実施してまいります。もう一つは兼ねてよりやってはおりま

したけれども、今後も続けていく予定ではありますが、治療を受けていない方で血圧、糖

尿、脂質の健診結果が正常値をかなり超えているような方を抽出し受診勧奨を含む保健指
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導を行うことで、病気の重症化を防ぐ取り組みを行ってまいりたいと考えております。効

果につきましては、やはり重症者の割合が年々減ってくることが指標になってまいります

が、今、26 年度途中ですのでまだ正確には統計をとっておりませんが、そこの点も踏まえ

ながら行ってまいりたいと考えております。 

続きまして、自治会、町内会等の協力による健診の実施についてですが、内容としまし

ては市がバス検診車を手配し、自治会、町内会にとって利便の良い最寄りの会館などでが

ん検診と特定健診を同日に行うものです。日程調整や申し込みは市が行いますけれども、

その事業の周知、回覧については自治会に行っていただきたいという取り組みでございま

す。最低 50人以上の受診見込みというところも、一つ条件にはありますけれども、今後は

がん検診の受診率及び特定健診の受診率を上げていけるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 2回目聞きます。まずデータヘルス計画で医療費の抑制に努めてまいりますという市長の

市政執行方針がありますが、具体的に目標は持たれているのか。これくらいは下げられる

のではないかというような目標なり、目安なりはどう捉えているのかお聞きします。 

それから重症化予防ですけれども、特に市としてこれに力を入れるのだという病名は何

を考えているのか。それから今言った自治会、町内会の受診のための取り組みということ

で、50人以上集まるとできるということですが、昨年度は実際にそういうことが行われて、

どんな効果があって、また 27年度はそういう団体なり町内会を広げられる可能性があるの

かどうかお聞きします。 

 

立崎委員長 

 土山国保医療課長。 

 

土山国保医療課長 

 データヘルス計画の目標についてですが、データヘルス計画の中身といたしましては、

レセプトや健診結果等のデータを分析して、その分析結果を基に効果的な取り組みを行う

ものでございます。今後どのような目標になっていくかも策定していく中で決まってくる

ものと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 浜山主査。 
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浜山特定健診担当主査 

 重症化予防で目指している疾病の予防の点についてですが、データヘルス計画を策定す

る過程の中で、改めてうちのまちにとって何の病気が課題なのかということは明確にして

まいりたいと考えておりますが、特定健診そのものが国の考えもありまして、脳卒中の予

防、虚血性心疾患、それと人工透析、この 3つの病気をターゲットに絞るという考えは元々

ありましたので、どこをどのように保健指導していくと効果的かを考えながら行ってまい

りたいと思っております。 

自治会、町内会との連携の健診につきましては、昨年度 1 自治会とタイアップいたしま

したが、今年度は可能であれば最大 3 団体くらいとタイアップできるように今、計画的に

取り組んでおります。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後にありました、重症化予防の取り組みでいくつかの疾病が出されましたが、岩見沢

市では呉市方式を導入していると聞いておりますが、本市のそういったものの活用なり取

り組みはいかがなのか。それから自治会、町内会を 3団体に増やしたいということですが、

これは 50人、ある程度人数を集めて、健診にバスを出すという形を想定しているのかと思

うのですが、具体的にいわゆる対がん協会に行くのか、結核予防協会に行くのか、その辺

はどういう形のものを想定してるのか、もう一度詳しく説明してください。 

 

立崎委員長 

 土山課長。 

 

土山国保医療課長 

 今、藤田委員のおっしゃった広島県呉市方式、岩見沢市で実施している方式でございま

すが、先進地の医療費分析としては高い評価を受けていると私どもも認識しております。

27 年度のデータヘルス計画の計画策定におきましては委託も考えて予算化しておりますの

で、その先進地事例も踏まえて委託先等も選考していきたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 浜山主査。 

 

浜山特定健診担当主査 

 町内会、自治会との健診の実施につきましては、昨年度、結核予防会という事業体とタ
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イアップしましたので、27年度もその事業体と取り組んでいきたいと考えております。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 国保制度についてですけれども、国及び道の動向ですね、これからどのようなことをや

ろうとしているのかお伺いいたします。 

一応平成 29年度からですか、都道府県がということも言われていますけれども、そうな

った場合の保険料算定についてはどのような考えで進められるのか、お伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 土山課長 

 

土山国保医療課長 

 一つ目の国や道の動向ということですけれども、今、国では医療保険改革骨子というも

のが決められまして、3月 3日に閣議決定されております。今回の通常国会の中で審議、法

案を出す予定でございますが、3月が少し伸びているような情報もございますので、今のと

ころはまだ決定にはなっておりません。ただ方向性は骨子の中でも言われておりますので、

その中では公費の財政運営を都道府県ということと、国保の安定化のための財政運営の都

道府県広域化ということは平成 30年からということで決まりました。そして市町村にかか

るものとしましては、保険料の徴収や給付、保健事業と、実務に関するものは市町村に残

るとされております。保険者というのが、今までは都道府県のみとなっておりましたけれ

ども、都道府県と市町村というように少し変わってきております。骨子は国保への公費拡

充ということも決まっておりまして、財政基盤の強化として、具体的には平成 27年度から

保険者支援制度が 1,700億円投入されるということで、当市においても 27年度の予算に盛

り込んでおります。これは低所得者の軽減の基盤安定の負担金ですが、そちらに投入され

ております。その後、順次 29 年度以降は 1,700 億円をさらに投入しまして、こちらは今、

市町村に残っております保険者の保健事業、特定健診とかジェネリック薬品など、医療費

適正化に関するものに対する補助等に回すとされています。平成 30年以降は毎年 3,400億

円を投入すると、この骨子の中では言われております。細かいところについては都道府県

と地方との協議が残っておりますので、順次厚生労働省から情報が出てくるのではないか

と考えております。 

保険料徴収の件ですけれども、保険料の算定につきましては、分賦金方式は以前にもお

話しましたけれども、都道府県でその保険者に見合う、分賦金をいくら納めなさいと提示

します。それに基づいて保険者は料率等を決めていくのですが、今の案の中では、都道府
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県の中で標準保険料なりを提示するのではないかともいわれております。これは公費の投

入も 1,700億円、3,400億円とありますので、今後 30年までに色々と情報が出ていく中で、

当市の保険料がどのくらいかというのも提示されると考えております。今のところ以上の

情報があるところであります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 そういう推移を見ながら、ただじっとして国や道に任せるわけには私はいかないと思う

のです。ついてはまず国や道の進め方に関連してですけれども、先ほど説明ありましたよ

うに医療給付は道がやって、市町村はその保険料の徴収などの任務を負うということだと

思いますけれども、その辺も当初の案からは変わってきたと認識しているのですが、それ

で一体、市の業務としては本当に楽になるのかどうか。最初は非常に楽になるので財政も

安定化するし国保財政も安定化するし、いいと思うという答えだったと思うのですが、私

は当初からも決してそうではないと思いますと申し上げていたつもりですけれども、本当

に市の国保業務がこれでどうなるのかお伺いいたします。 

そして保険料算定ですけれども、平成 30年度からということですが、今いったように標

準保険料額を決定して、ただしその中で北広島の医療給付の状況がどうだとか、あるいは

所得階層がどういう状態であるとか、収納率がどういう状態であるとかを勘案して、北広

島の保険料はこれくらいですよ、あれが適当ではないですかということなのでしょうか。

その辺はこれでやってくださいというかなり強制力を持ったものなのでしょうか。そうい

うことが加味されることになると、果たしてそれで現在の国保料と比べて、国保税と比べ

て本当にどうなるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

立崎委員長 

 土山課長。 

 

土山国保医療課長 

 保険料の決め方でございますが、まず道で分賦金というものは、今は予算としましては、

医療費の見込みは市町村、保険者で立てていたものを、都道府県が市町村の医療費の見込

みを立てて分賦金の額を決めるのですが、その時には年齢の高いところ等、市町村の状況

を考慮し、市町村の責めに負わないような形の医療費の見込みを立てると今のところなっ

ております。例えば北広島のように年齢が高い加入者が多いまちには医療費が高くなって

おりますけれども、その分を加味して納める分賦金の額を決めることとなっております。

また、所得の高い市町村は分賦金が高くなるような形で、もう一つは低所得の保険者にと
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っては保険料が低くなりますし、所得の階層の高いところが多い保険者にとっては保険料

が高くなるようにもなっており、ある程度その加入者が状況は保険料分賦金の中には反映

されるものと考えております。市町村の業務というものについては今のところ、板垣委員

のおっしゃるようにどのくらい軽減されるのかというのは今のところ見えてきていません。

大きく軽減されることは今のところあまり考えられないところではございます。あともう

一つは、平成 30 年から投入されます 1700 億円につきましては、保険者努力支援分と言い

まして、先ほど藤田委員からもご質問もございましたけれども、保健事業につきましても

医療費適正化に努力している市町村につきましては努力した分に対して公費が投入されま

すので、医療費額が今後分賦金にも反映されるような形にもなりますので、医療費が低く

なるように当市も保険事業に力を入れてやっていくように考えております。以上でござい

ます。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。    

 

板垣委員 

肝心なところでお答えいただけなかったのですけれども、保険税、国保税が現在と比べ

てどのようになると思われますか。本当に高くなるのか、どの程度この差異が生じてくる

のか。そしてまた国保も含めた市の財政にそれはどういう形で影響してくるのでしょうか。 

そして徴収関係は全部市町村にお任せということで、例えば収納率が低かった場合には

どんどんそれで叩かれるのではないかといわれていますけれども、そういう収納率の高い

低いの影響も大いに表れてきて、収納率が低ければ次年度から負担が逆にどんどん増えて

いくという形にもなるのではないかと。その辺の懸念についてもどうなのか。そういうこ

とを含めて、都道府県化になることによって市のメリットが本当にあるのか。メリット、

デメリットはどういうように考えているのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 木下保健福祉部長。 

 

木下保健福祉部長 

 メリットや市の業務の負担が減るかとかそういうご質問かと思いますけれども、まず保

険税のお話ですけれども、分賦金がどうなるかによって、その分を市が納入することにな

るわけです。その分賦金をどう集めるかは、それぞれの市町村が保険税であれば条例に基

づき、料率を決め、徴収する。集めたお金とそれ以外のものも出るかもしれませんけれど

も、それは必ず広域に払わなければならないという方式です。ですから分賦金がいくらに

なって各市町村に通知されるか、それすらも今ははっきりしないので、うちの料金がどう
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なるかについては今のところ明確なお答えはできません。ただ国からの 1700億円ですとか、

途中からの 3,400 億円になりますけれども、そういったものは良いほうに作用するのでは

ないかと思っております。 

それから収納率に関してもやはりそれは道が面倒を見ることではなくて、各市町村に任

せられることになると思います。ですから当然、各市町村は今までどおり収納率向上に努

力しなければならない、その構図は変わらないと思います。究極的に広域化による市のメ

リットはどうかということですが、今までのところを総合しますと事務の負担はそれほど

変わらないのかなという印象は持っています。ただ当然、道で広域的に持つ仕事もあるわ

けですから、その部分は軽減されないと困るものと考えております。それは知事会なり市

長会を通じて国に要望していきたいと思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

立崎委員長 

以上で国民健康保険事業特別会計予算の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  13時 21分 

再 開  13時 23分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

次に介護保険特別会計予算の質疑を行います。 

田辺委員。 

 

田辺委員 

 それでは何点か質問させていただきます。はじめに 105 ページの地域包括ケア推進事業

についてですけれども、地域包括ケアシステム、国がおおむね 30分以内の、日常生活圏域

の中で 24時間 365日サービスを利用しながら地域で暮らし続けることを目標として作られ

たこの制度ですが、地域包括ケアシステムといっても市民にとってもなかなか、まだまだ

認知は低いのではないかと思いますけれども、今回若干拡大されているのですが、この拡

大の理由と、それからこの中で地域たすけあい会議というのが今 4 つの生活圏域ごとに行

われているわけですが、ここの役割も今後ますます重要となってくると思うのですが、こ

の開催頻度や内容などがそれぞれの圏域ごとに差があるのか、どういう内容になっている
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のかお伺いいたします。 

それから 107ページの地域包括支援センター運営事業についてですけれども、これも今、

東西南北 4 つの支援センターで、それぞれ自主性を持って運営されているのは理解してい

るのですが、ここの業務量は本当にものすごく多いと思うのですけれども、それぞれのセ

ンターで色々やっていることはわかっているのですが、ここを例えば市の基幹型みたいな

感じでそれぞれのセンターを総括するといいますか、業務量が多いので連絡調整とか、そ

れぞれのたすけあい会議も持っていますし、地域間の格差を作らないという意味でもこう

いう基幹型というか、もう一つのセンターということは考えていないのかお伺いいたしま

す。 

それから 109 ページの成年後見制度と権利擁護推進事業、これは両方関わりがあるので

お伺いしますが、成年後見のところの附属資料を見ますと、悪徳商法などの支援も書かれ

ていますけれども、テレビや報道でも色々なことがいわれていますけれども、たぶん見え

ているのは氷山の一角かなと思うのですが、どうしてこんなに騙されてしまうのかなとい

うぐらい被害額もどんどん大きくなっているわけですけれども、こちらの相談窓口、たぶ

ん消費者相談とも連携していると思うのですけれども、市としてどのように実態を把握さ

れているのかお伺いします。権利擁護支援センターですけれども、今年度準備段階という

ことで色々と社会福祉協議会と連携を取りながらやっていると思うのですが、これは今の

段階でどのように準備が進んでいるのか。あとは権利擁護のニーズといいますか、必要性

の把握、これまでの実績も踏まえてどのように考えているのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 小林高齢者支援課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 地域包括ケアの拡大ということですけれども、たしかに田辺委員のおっしゃるとおり、

介護、医療、予防また生活支援、住まいというこのようなものを一体的に提供するという

包括ケアシステムの構築が目的となりますが、なかなか住民に周知されていないと、また

どのような形で進めていくのかも住民の理解をまだ得てないという部分では市も認識して

いるところであります。今回の事業拡大につきましては、単にこれまで行政が行ってきた

部分だけではなくて、今後、自助、共助また公助という形の中で、市民の方の理解を得な

がら進めていかなければならない部分がございます。その部分について周知徹底を図る上

で、今回の事業の中でその部分の普及、啓発をしていきたいということで拡大を図ってい

るところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 野切主査。 



H27.3.10【平成 27年度 予算審査特別委員会】 

44 

 

野切高齢者相談担当主査 

 地域ケア会議の現在の開催頻度や内容に関してですけれども、地域によって 4 つの会議

が開かれているわけですけれども、地域の状況に応じて運営をしていただくような形でお

願いしておりまして、大体年間 2 回ないし 4 回程度の開催を現在しているところです。大

枠、地域の高齢者に関する課題を取り上げたり、実際足りないようなサービスとか高齢者

の支援に関する実態を共有しながら、どう対応していったらいいのか、どういうことを考

えていったらいいのかを関係機関の医療職、介護職、地域の民生委員や自治会の方などと

話し合いを進めているところです。以上です。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 続きまして地域包括支援センターの基幹型ということですが、現在市では 5 圏域で実施

しておりまして、センターといたしましては 4 カ所設置しております。それぞれの支援セ

ンターにおきましてはその規模によりまして、職員の増員配置強化などをしながら、実施

しているところであります。今後につきましても基幹型という形ではなくそれぞれのセン

ターの強化、また市との連携を図りながらこの包括センター事業を実施していきたいと考

えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 渡邉主査。 

 

渡邉介護給付担当主査 

 それでは成年後見と権利擁護センターについての回答をさせていただきます。悪徳商法

の関係の情報の収集と把握をどうしているかという点ですが、当市としては消費者相談セ

ンターが情報を収集し、ホームページなどを使ってお知らせしています。高齢者支援課の

管轄している中での把握の仕方としては、それぞれの居宅支援事業所、包括支援センター

のケアマネージャーから被害状況を聞きながら、各事業所に情報を流して水際で止められ

るような作業を続けているところであります。 

権利擁護センターについてですが、現在までの進行としては社会福祉協議会と学習と検

討を行った後に、先進地の視察をさせていただいているところであります。その後、各事

業所にニーズ調査を行わせていただいた上で、新たに 27年度から社会福祉協議会に人を配

置した中で、権利擁護センターのあり方や実施に向けた準備を進めていくことで予算化さ

せていただいているところであります。以上であります。 
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立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 権利擁護の関係ですけれども、社会福祉協議会に新しく人も配置されて準備をしていく

ということですけれども、開設に向けて、開設した後というか、市の高齢者支援課との役

割分担といいますか、全部社会福祉協議会にお任せしてしまうのか、その辺の関係はどの

ようになっていくのかお伺いします。 

それから支援センターの関係ですけれども、センターが 4 つあるわけですけれども、た

しかにそれぞれ高齢化率とかも若干違うのかなと思うのですが、センターによって特徴が

あるといいますか、やはりそこそこのセンターの全体をまとめていくといいますか、格差

を作らないといいますか、そういう役割というのも必要ではないのかと思うのですが、そ

の辺についてはいかがでしょうか。 

それから地域包括ケアの推進ということですけれども、切れ目のないサービスと言いま

すが、たすけあい会議の中にも地域の方とか事業者とか色々な方が入っていますが、医療

との連携もこの中で大きく言われているのですが、なかなかそこが難しいと私も十分承知

しているのですが、医療との連携は具体的にどのように進められていくおつもりなのかお

伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 渡邉主査。 

 

渡邉介護給付担当主査 

 それでは権利擁護センターに関連した質問について回答させていただきます。権利擁護

センターについては成年後見に係わる総合相談事業や市民後見人の養成講座など、成年後

見の普及啓発活動等の事業を市で委託する予定で準備しておりますが、それぞれの高齢者

支援センター、自治体との関わり方は、色々な方の意見を取り入れながら進めていきたい

と考えておりますので、27年中に整理ができればと考えております。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 地域包括支援センターの地域による格差につきましては、毎月支援センターの定例会を

実施して、その中で情報の共有などを図っております。またそれぞれの報告に基づいて、

色々な情報につきましては市でも把握しております。これに基づきまして、毎年市が示し
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ております、地域包括支援センターの運営方針の中でなるべく格差の出ないような形で、

事業を進めていきたいと考えております。 

また地域ケア会議における医療との連携ですけれども、疾病を抱えて自宅などで生活す

る上では、医療と介護の連携によるサービスの提供が必要なことだと考えております。在

宅医療と介護の連携につきましては、関係機関の連携を図りながら、他職種協働による在

宅医療、介護のそういった一体的な提供ができるように、なかなか市だけでは難しいもの

がございますので、北海道の支援また保健所等の支援を受けながらこういうサービスの提

供を図っていきたいと考えております。また、市内の医師会等とも連携を図って今後進め

てきたいと考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 医療と介護の連携は口で言うより簡単なことではなくて、今おっしゃったように医師会

の方と介護にかかわる者との接点がなかなかないのが実態です。それぞれ忙しいのもある

と思うのですが、ぜひそこに、市が仲介役といいますか、そこに入っていただいて、連携

をうまく取れるようなサポートをしていただけると、包括システムがもっと円滑に進んで

いくのではないかと思いますので、ぜひそこはよろしくお願いしたいと思います。 

それから地域包括支援センターですね、こちらも格差ができないことが本当に理想です

けれども、ただ本当にここの業務量が多いのは常々感じていますので、ここも市が全体を

大きく見るという役割をぜひ果たしていっていただきたいと思います。 

最後に権利擁護支援センターですけれども、この前建物のところで私も質問させていた

だいたのですが、社会福祉協議会は今市役所の庁舎とは離れている状態で、色々な方から

も福祉サービスの一元化が言われていますけれども、少し離れているという物理的な問題

も含めて市との連携がスムーズにいくような何か工夫をしていかないと、なかなか市民の

啓発も含めて難しいのではないかなと思いますので、最後に権利擁護センターと市との今

後のやり方の、物理的なところの調整はどうされていくのかお伺いして質問終わります。 

 

立崎委員長 

 徳村保健福祉部次長。 

 

徳村保健福祉部次長 

 権利擁護センターの位置というか、市役所の連携のための位置関係のことだと思います。

当然、権利擁護センターにつきましては高齢者支援課を中心に高齢者の権利擁護、障がい

者の権利擁護を扱う機関として設置するものですから、そういった意味では市役所の近く
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に設置したいと考えております。市役所周辺にということで現在考えております。以上で

す。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。板垣委員。 

 

板垣委員 

 ページ数はお示しできませんけれども、介護保険全般についてお伺いします。まず特別

養護老人ホームやグループホームなどへの入所待機の状況、待機者がどのくらいいらっし

ゃるのかお伺いをいたします。それから特別養護老人ホームの入所者についても、今後部

屋代あるいは食費の負担が増えるわけですけれども、実態がどうなのかお伺いをいたしま

す。 

それから今度の第 6 期の介護保険事業、色々な問題がございます。まず保険料の大幅な

高騰については私としては認めるわけにはいかないと思っていますけれども、その他の問

題としてもありますが、例えば介護報酬の、平均で 2.27％の引き下げにつきまして事業者

への影響が懸念されるのですが、例えば通所介護あるいは訪問介護事業者がどのくらいい

らっしゃるのか、そういった事業者の方々への影響をどう考えているのかお伺いいたしま

す。 

かつても質問したのですが、社会問題として無届、未届の老人ホームやグループハウス

あるいは介護ハウスなども出てきておりますけれども、そういった無届のものでなくても

サービス付き高齢者住宅だとかの入居者の介護の問題も非常に大きな問題だと思いますが、

施設等に入居されている方々の住所地特例については、どのようになっているのかお伺い

します。 

 

立崎委員長 

 渡邉主査。 

 

渡邉介護給付担当主査 

 まず特別養護老人ホームとグループホームの待機者の状況についてご説明させていただ

きます。最新の情報としましては、平成 26 年 11 月末現在の数字となります。まず特別養

護老人ホームの待機者は現在 374名と施設から報告を受けております。うち市民の方が 211

名となっております。グループホームにつきましては待機者数が 11 月末現在で 52 名、う

ち市民の方が 40名となっております。 

2点目の介護報酬の影響について、訪問介護と通所介護の事業所数と影響についてという

ことですが、通所介護につきましては市内の 19事業所が事業を行っております。影響額に

ついては正確な数字は把握しきれていないところでありますが、報酬改定の金額だけで見
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ると、処遇改善加算などを外すと 2.27％より影響が出ると見込まれているところでありま

す。訪問介護ですが、今手元に資料がないものですから何事業所とお答えできない状況で

ありますが、先ほどの通所介護と同じように報酬改定については非常に大きな影響を受け

る事業所の一つとなりまして、2.27％よりも大きな報酬の引き下げになる影響かと捉えて

おります。以上です。 

 

立崎委員長 

 川口主査。 

 

川口高齢者福祉担当主査 

 市内にある無届の有料老人ホームのような施設がどのような状況なのかをご説明したい

と思います。国におきましても無届の有料老人ホームの把握は近年強く言われておりまし

て、本市におきましても状況の調査を行っております。この無届の有料老人ホームの要件

といたしましては、おおむね 60歳以上の方が 1人でも入居している、また何らかのサービ

スを受けている、例えば食事のサービスなどになります。そのような無届の有料老人ホー

ム扱いの施設につきましては、市内 5 施設でございます。今後、本市といたしましても、

法に基づいて届け出をするように指導してまいりたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 渡邉主査。 

 

渡邉介護給付担当主査 

 それでは無届の老人ホームの住所地特例についての回答をさせていただきます。住所地

特例につきましては条例等で記載されている関係もありまして、届出されている有料老人

ホーム、現在 3 月までについてはサービス付き高齢者向け住宅の利用権方式のものが住所

地特例の扱いとなります。4月からは制度改正によりまして、サービス付き高齢者向け住宅

については賃貸契約のものも含めて住所地特例となりますが、無届のものまでをカバーす

る制度改正とはなっておりませんので、今後の取り扱いは法律に合わせた形で進めさせて

いただきたいと思います。 

特別養護老人ホームとグループホームの部屋代と食事代の増額についても回答させてい

ただきます。私の聞いているところではグループホームでは食事代をいくらか上げるとい

うところもあると聞いてはおりますが、それについては利用者の方の負担増になるかと考

えております。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 



H27.3.10【平成 27年度 予算審査特別委員会】 

49 

 

板垣委員 

 ありがとうございました。市民の方でも特養については 211 名、グループホームでも 40

名の方々が待機ということで、グループホームは今後第 6 期でできるから少しは解消の方

向に向かうのかなとも思いますけれども、例えば特養の場合も、これは供給が新たな需要

を生むという結果にもなったのではないかと思うのです。第 5期で 100床できたけれども、

結果的には入所待機がそんなに減っていないという状況なわけですけれども、いずれにし

ろこの入所待機を解消するためには施設を増設していかなければならないと思いますけれ

ども、残念ながら第 6 期には特養の増設計画は盛り込まれていないわけですけれども、今

後についてやはり増設を盛り込んでいくべきだと思いますけれども、その辺のお考えをお

伺いいたします。 

それから、特別養護老人ホームなどの入所者の負担も、かなり上がると私も聞いている

のですが、部屋代など含めて上がるとなると、現在でも非常に厳しい状況で入居をされて

いる方々が退去せざるを得ないという状況も全国的には起きていると報道されていると思

うのですが、そういう懸念が生じないような状況にできるのか、支援策等を考えていらっ

しゃるのかどうかをお伺いします。 

それから介護報酬の事業者への影響、今答弁がありましたように 2.27％どころではない

と。それ以上の影響が懸念されるということでしたけれども、こういった訪問介護サービ

スをされるところも 20数カ所はあったと思いますが、そこに通所されている方は、そうい

うサービスを受けている方は何百人という形になるかと思うのですが、こういう事業所が

もう事業ができないということで事業を撤退したりした場合に、この影響も計り知れない

わけですよね。そういう恐れがあるのではないかと思いますけれど、どうなのかお伺いい

たします。そしてその防止策をお考えになっているのかどうかお伺いします。 

それから住所地特例についてですが、今後はサービス付き高齢者住宅も全て住所地特例

適用されるということであれば、少しは当市においても楽になるのかなと思いますけれど

も、今までは特例がない状況でもあったので無届の施設等も含めてどんどん、もう寄って

らっしゃい寄ってらっしゃいということで入所者を増やして、それで囲い込みでサービス

提供して、その分が設置されている市町村の重い負担になっていたわけです。そういうこ

とをぜひ防いでいかなければいけないと思いますけれども、無届の施設等についての是正

装置、現在も 5 施設あるとのことですが、具体的にどのように是正されるのか、指導され

るのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 最初に特養を含めました介護保険施設の整備ということですが、第 5 期で特別養護老人
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ホーム 100 床を整備させていただきました。その中で市民の方が入居されたのが約半分と

なりましたが、今後市民の方にも周知が図られて、市民の方の入居も増えてくるのではな

いかと考えております。第 5 期でもございましたが、こういう施設を建てますと、どうし

ても保険料への影響が出てきますので、今後につきましては、市民のニーズ調査も含めま

して必要なものを吟味した中で、必要なものは整備していきたいと考えています。  

以上であります。 

 

立崎委員長 

 渡邉主査。 

 

渡邉介護給付担当主査 

 それでは特別養護老人ホーム等の入居者の負担が上がる点についてですが、これについ

ては多床室の、部屋代の料金が増加になるなど負担は増加することになります。当市とし

ましてもそういった方々について、収入に応じてそれぞれの負担をしていただけるような

形で高額介護のサービスの利用の促進や、先ほどお話した非課税の方の食事代と部屋代を

軽減する標準負担額減額措置の申請の促進などを進めながら、収入の少ない方もきちんと

した負担の中で生活できるような形で進めていければと判断しております。 

もう 1 点、事業所の報酬改定でこれだけ引き下がることによる市の対応はどうなるかと

いうご質問ですが、率直に言いまして、この報酬改定の数字等が出たのが今年の 1 月を過

ぎてから示されております。その後の加算について 2 月に出ておりまして、情報の収集を

進めているところです。当市としては対策にはまだ手が及んでおりません。大変申し訳な

いのですが、それについては改めて 27年度の状況を見させていただきたいと考えておりま

す。 

最後に住所地特例についてですが、無届の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅に入居することによって、それぞれのサービス業者と連携して介護サービスを受けられ

る方がいらっしゃるのが現状です。ただ当市としても適切な方、介護の自立も、介護保険

はその方の、生活を営むサポートをする制度と考えておりますので、その方に必要以上の

サービスを提供するものではないと判断しております。事業者と連携しながら適切な給付

サービスの提供を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。  

 

板垣委員 

要望に留めたいと思いますけれども、事業者への報酬の引き下げによって事業を縮小せ

ざるを得ないという状況で、逆にホームヘルプサービスなどを受けたいけれども受けられ
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なくなるということが生じないように、ぜひその点の対策はしっかり講じていただきたい

と思います。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。藤田委員. 

 

藤田委員 

 1点だけ。109ページ、介護支援ボランティア事業。26年度は年度途中からスタートしま

したが、この介護ボランティアの登録数、それから実態ですね。実態はどうであったのか。

それから効果等々が検証できているのであれば合わせてお聞きしたい。27 年度はボランテ

ィア数をどの程度増やしていこうとするのか。また施設等々の拡大があるのかどうかお聞

きします。 

 

立崎委員長 

 川口主査。 

 

川口高齢者福祉担当主査 

 今現在の介護支援ボランティアの登録数は 119 名でございます。これは昨年の 8 月から

介護支援ボランティアの事前登録研修会を受講なさって登録された方でございます。事前

研修会につきましては、今年度は市内各地区で 7 回行っており、27 年度も同程度の回数を

予定しており、介護支援ボランティアの今後の見込みとしては、今年度と同じような人数

は見込んでいきたいと考えてございます。 

検証ですけれども、現在 119 名の方がボランティア登録をしており、そのうち 105 名の

方が実際にボランティア活動を行っています。活動先といたしましては、現在、介護施設

等、26 施設が受け入れ機関として登録しておりますが、今後におきましてもこの事業の周

知等徹底を図りながら、受け入れ機関の拡大に努めてまいりたいと思います。また昨年 10

月から実際に活動が始まっておりますので、今年に入りましてから受け入れ期間に状況等

の確認を行ったところ、特に問題もなく活動していただいていると聞いております。今後

におきましても、まだ始まったばかりの事業でございますので、各受け入れ機関との連携

を図りながら、より良いボランティア事業に進めていきたいと考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。事前研修会を 7 回やったということですが、27 年度に関してはこういう
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のをやりたいなと思う方が、いわゆる事前研修会がいつあるのかという日程ですね、これ

はある程度早くお示しできないものかどうかというのが 1 点。それは今後、27 年はどうや

るのか。 

それから昨年から始めた方々が、1年間のポイントを貯めて現金にするのか、QUOカード

にするのか、品物にするのかというタイミングがあると思いますが、それはいつ頃でどう

いった手法でやるのかという点。 

それから最後、高齢者支援センター等々が町内会館とかコミュニティーセンター等を借

りて色々な事業をやっています。そのようにやったときにお手伝いをするような場面で、

そういう人たちが介護支援ボランティアという形で活動が可能なのかどうか、そこをお聞

きをしたいと思います。 

 

立崎委員長 

 川口主査。 

 

川口高齢者福祉担当主査 

 27 年度の介護支援ボランティアの事前登録研修会の日程につきましては、今のところは

まだ日程を組んでおりませんが、藤田委員がおっしゃいましたとおり、日程を早く決め皆

様にお知らせしたいと考えてございます。 

またポイントの交換時期等についてですが、ポイントの交換は昨年 10月から今年 9月ま

での 1 年間をポイントの付与期間と定めておりまして、その時期が近づきましたらボラン

ティア登録をされている方々にポイントの交換時期のお知らせの通知を市からお送りする

形を取らせていただきたいと思いますし、研修会の中でもそのようにお伝えしております。 

また高齢者支援センターが会館等で行っている色々な事業のお手伝いについてのご質問

でございますが、受け入れ機関の中に高齢者支援センター等も入れておりまして、藤田委

員がおっしゃいましたとおり、例えばにし高齢者支援センターで行なっている、「ふまねっ

と」ですとか、そのような活動の支援にもポイントを付与するようにしております。以上

です。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

以上で介護保険特別会計予算の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 
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休 憩  14時 03分 

再 開  14時 04分 

 

立崎委員長 

 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予算の質疑を行います。 

質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

以上で後期高齢者医療特別会計予算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 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

次に下水道事業特別会計予算の質疑を行います。 

質疑のある方。藤田委員。 

 

藤田委員 

 1 点だけお聞きしておきます。51 ページになるかと思いますが下水道、いわゆる雨水管

の整備率ですね、毎年聞いているのですが、26 年度までの整備率はどの程度まで進んだの

か。それと 27年度の予定ですね。ここだけお聞きします。 

 

立崎委員長 

 藤本主査。 

 

藤本管理担当主査 

 ご質問にお答えいたします。26年度末の雨水管の整備率は 80.2％となっております。27

年度も道路整備に併せて雨水管整備をする予定になっていまして、今のところ予定として

は 380メートル程度を予定しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 今言った 380メートル、どの地域なのかお答えください。 

 

立崎委員長 

 藤本主査。 

 

藤本管理担当主査 

 全て大曲地区となっております。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

以上で下水道事業特別会計予算の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  14時 08分 

再 開  14時 09分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

次に水道事業会計予算の質疑を行います。 

質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

 以上で水道事業会計予算の質疑を終わります。 

以上で予定しておりました議案の質疑は全て終了いたしました。 

なお、総括質疑を行う場合は、3月 11日午後 3時までに文書で通告書を提出してくださ

い。 

また 3 月 17 日午前 10 時からの予算審査特別委員会では、総括質疑ののち討論、採決を

行います。 

本日はこれにて散会といたします。ご苦労さまでした。 
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午後 2時 10分 終了 

 

 

 

委 員 長 


