
平成 27年 予算審査特別委員会 
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8 傍 聴 者    3名 

 

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会いたします。 

傍聴の取り扱いについては、申し合わせにより許可することといたします。 

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、 

以上 7件を一括して議題といたします。 

総括質疑を行います。 

通告順に発言を許します。 

はじめに、平政会、武田隆委員。 

武田委員。 

 

武田委員 

 平政会の一番手として、通告書に従いまして、平成 27年度予算における電気料金につい

て質問させていただきます。 

平成 26年 11月より家庭向け電気料金が平均 15.33％、官公庁を含む企業向け電気料金が
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20.32％値上げされました。この値上げの影響と予算についてお伺いいたします。 

まず 1点目として、平成 27年度の市道を含む市有施設の電気料金の予算総額と、電気料

金の値上げに伴う、予算総額に対する影響額についてお伺いいたします。 

2点目として、指定管理者制度の導入施設の電気料金は委託料で対応されていますが、電

気料金の値上げに伴う、27 年度予算に対する影響額と予算措置の対応についてお伺いいた

します。 

3点目として、市内には町内会・自治会が設置、維持管理している街路灯が約 6,100灯あ

り、電気料金の約半額を市が補助金交付していますが、電気料金の値上げに伴う、27 年度

予算に対する影響額と予算措置の対応についてお伺いいたします。 

4点目として、平成 25年 9月の電気料金の値上げと、平成 26年 11月の再値上げの影響

が後押しとなり、自前の大型発電所を持ってはいませんが、大手電力会社より電気代が 1

割前後安くなる、新電力会社に乗り換える動きが加速しています。新電力会社は自前の大

型発電所を持たない事業者であることから、緊急時の予備電源の確保など、安定供給の面

から課題はありますが、近隣の札幌市、江別市、石狩市、当別町の 4 市町が、最近新電力

会社から一部の電力を購入していると伺いました。当市においても昨年来より導入に向け

て検討すると伺っておりますが、検討はされたのか、検討結果はどうだったのか、お伺い

いたします。以上 4点についてお伺いをいたします。 

 

立崎委員長 

 上野市長 

 

上野市長 

 武田委員のご質問にお答え申し上げます。電気料金値上げの影響についてでありますが、

平成 27年度予算における、市有施設の電気料金の総額は約 3億 2千万円であり、このうち

料金改定の影響額につきましては約 4,200万円であります。 

次に指定管理者制度を導入している施設の電気料金についてでありますが、予算総額は

約 3千万円であり、このうち料金改定の影響額は約 350万円であります。 

次に街路灯維持費、補助金への料金改定の影響額についてでありますが、約 268 万円と

なっているところであります。 

続きまして特定希望電気事業者の利用についてでありますが、事業者からは、電力の供

給にあたってはこれまで通り北海道電力の送電設備が使われることから、電気の品質や設

備投資への負担、安定供給に関する懸念はないこと、また市が所有し高圧電力を使用する

全ての公共施設を対象とした試算を行ったところ、一定の節減効果が見込まれることなど

の説明を受けたところであります。今後につきましては、環境負荷への問題や契約した事

業者が事業を中断した場合への対応など、課題をさらに整理をした上で利用についての検

討を進めてまいりたいと考えております。以上であります。 
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立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 ご答弁ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきますが、まず 1 点目

の電気料金の値上げによる影響額についてですが、昨年 11月 1日付けの新聞で、電気料金

の再値上げに伴う、石狩管内 8 市町村の年間負担額についての試算が報道されておりまし

た。それによりますと、北広島市の値上げによる影響は約 5,553 万円と報道されていまし

た。今答弁された影響額が約 4,200 万円、新聞報道の影響額が約 5,553 万円、この 1,353

万円の差についてどのような内容の差なのかをお伺いいたします。 

また値上げに伴う電気料金の増額分は、27 年度予算に適正に措置されているのかを合わ

せてお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 中屋財政課長。 

 

中屋財政課長 

 再質問にお答えいたします。昨年報道されました電気料金の改定の影響額との比較です

けれども、報道の時点では、その影響額が約 5,500 万円と試算してございましたが、27 年

度予算の影響額は試算より約 1 千万円少なくなっております。この要因につきましては、

試算段階では消費税率の 10％改定を見込んでいたこと、それから施設ごとの電気料金体系

に違いがあることから、北海道電力が示しました平均改定率を基本として試算したことな

どにより、差が生じたという結果でございます。 

また 27年度予算における電気料金につきましては、それぞれの施設ごとに、改定後の料

金単価に基づき積算をして予算措置をしているところでございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 11月 1日段階ですから、相当前の試算の内容だったなと今理解できました。 

それでは 2 点目の指定管理者制度の導入施設に対する電気料金の予算について、平成 27

年度の予算に対する影響額は 350 万円と、今答弁されましたが、指定管理者制度の導入施

設は、地区会館や公園など 244施設と認識しておりますが、この度の補正において公園 218

カ所分の電気料金の値上げに伴う指定管理料の増額分として 171 万円の補正予算が提案さ

れています。この補正は指定管理者と締結している協定書のリスク分担表の物価及び金利
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の変動に伴い、協議された補正内容であると理解していますが、他の指定管理者管理施設

に対する補正はありません。他の指定管理者施設に対する電気料金の値上げに伴う影響に

ついては、どのような対応となっているのかお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 中屋課長。 

 

中屋財政課長 

 お答え申し上げます。昨年 11月からの電気料金の値上げにつきましては、指定管理者制

度を導入している 18施設、このうち総合体育館やふれあい学習センターなど高圧の受電契

約をしている 5 施設については、26 年度中に影響はないこと、またその他の施設につきま

しては値上げの影響が小さく、指定管理料全体での対応が可能でありましたけども、公園

管理に係わる指定管理料についてはその影響が大きいことから、補正予算による対応とし

たところでございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 今の答弁内容を確認しますけれども、協定書のリスク分担表により各指定管理者と協議

した結果、電気料金の増額分は全体経費のやりくりで対応できるという判断で補正はなか

ったということですね。わかりました。 

続きまして 3 点目の町内会、自治会が設置、管理している街路灯について、私は平成 23

年度第 2回定例議会、第 3回定例議会及び平成 25年度第 1回定例議会において、省エネ対

策としての LED 街路灯の取り組み支援について、質問をしてきました。このときの答弁に

おいて、市内には 128の町内会、自治会が管理する街路灯が、約 6,100灯設置されていて、

24 年度の実績額が、街路灯の電気料金の支払い総額は約 3,500 万円であると答弁されてい

ます。昨年 11月の電気料金の値上げに伴う、街路灯に対する電気料補助金への影響額につ

いて、先ほどの答弁で、値上げによる影響額は約 268 万円と答弁されました。そこでお伺

いいたしますが、予算資料の政策経費事業一覧の、町内会・自治会に対する街路灯整備支

援事業を確認しますと、平成 26年度の予算額は 3,691万 8千円、27年度の予算額は 3,626

万 4千円の減額予算です。65万 4千円の減額予算から判断して、平成 27年度予算には、電

気料金の値上げに伴う、補助金の増額分が見込まれていないと思いますが、電気料金の値

上げの影響について、先ほどの答弁金額の 268 万円との食い違いがありますが、どのよう

な考え方で予算編成されたのかお伺いいたします。 
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立崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 武田議員の再質問にお答え申し上げます。27 年度の予算額に、電気料金等の値上げが考

慮されていないのではないかというご質問でございますが、平成 26年度に約 800灯の LED

化が実施されました。また、27年度において 850灯の LED化が実施される予定となってお

ります。このことから電気料金の削減効果を加味した上で予算を積算いたしました。結果、

値上げ分を含めても、LED 化による電気料金の削減効果が大きいこととなるため、平成 26

年度予算額よりも若干下回る予算となったものであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 少しおさらいしますけれども、今の答弁内容を確認しますと、電気料金の値上げの影響

額は 268万円であるが、平成 26年度、27年度の LED化による削減効果で予算の増加は必要

ないと判断したということですね。わかりました。それでは今の答弁内容を受けてお伺い

いたしますが、LED化が進んでいる町内会や自治会は、たしかに削減効果で電気料金の値上

げによる影響が少ないのはわかりますが、小規模の町内会や自治会は、LED化も進んでいな

いため、まともに影響を受けると思いますが、このことについてはどの考えておられるの

かお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 武田委員がおっしゃるとおり LED 化が進んでいない町内会においては、電気料金の値上

げによる影響は大きく受けるものと考えております。ただし、町内会が負担する上限額が

世帯あたり 1000円という形で規定しておりますので、それ以上の負担は出てこないという

考え方を持っております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 
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武田委員 

 今の説明内容はよくわかるのですが、1,000円以下だって当然あり得ると思います。その

1,000円以下のところはもうぎりぎりまでいってしまうのでないかと、そういう懸念を私は

いったわけですけれども、もう一歩進めてお伺いいたしますけれども、町内会・自治会が

設置、管理している街路灯について、夜間における地域住民の安全安心を守るため、町内

会などが共助として維持管理している街路灯を、より一層の支援強化の公助として平成 24

年度より LED街路灯補助金を 2分の 1から 3分の 2に増額、また今年度からですけれども

町内会・自治会に対する補助金が 1 世帯当たり 100 円増額されました。これらの内容につ

いては高く評価をしているところでありますが、北広島市は 40 年代から 50 年代に造成さ

れた団地が多く、特に街路灯は全市的に老朽化が進んでいる状況です。財政難にあえぐ小

規模な町内会などでは、思うように LED 街路灯に対する更新が進んでいない状況です。そ

のうち維持管理できず、消灯される街路灯が出るのではないかと危惧しているところであ

り、昨年の電気料金の値上げは町内会・自治会にとっては追い討ちをかける大きな負担と

なっています。町内会、自治会によっては、予算的に大きな差があると思いますが、現状

の状況を調査され、総合的な支援体制を検討していただきたいと考えますが、このことに

ついてはどのように考えるか見解をお伺いします。 

 

立崎委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 総合的な支援体制についてどのように考えているかというご質問でございますが、平成

24年度から LED化の補助率を 2分の 1から 3分の 2へ引き上げさせていただきました。ま

た 26年度からは、自治会交付金を 1世帯当たり 100円増額したところであります。また街

路灯維持費補助金につきましては、先ほども答弁いたしましたけども、上限額は 1 世帯当

たり 1 千円となってございますことから、上限額を超える額につきましてはそれらを補助

することとなってございますので、上限額以上の負担はないものと考えてございます。こ

のことから現在の内容で支援をしてまいりたいと考えてございます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 どこまでいっても、これ以上の答弁は出てこないと、何となく推測できますけれども、

それでは 1点だけ確認をお願いいたしますけれども、LED街路灯設置補助金の補助率を 3分

の 2 にして、町内会などでは 3 年後に元の 2 分の 1 に戻されると心配している町内会がご
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ざいました。このことについてはどう考えておられるのかお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 塚崎市民環境部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 LED 灯の補助率のお話でございますけれども、平成 26 年度末で、武田委員もおっしゃい

ましたように全街路灯約 6,100 灯ございますけども、そのうちの約半数が LED 化となりま

した。そう申し上げながら、まだ現時点で、LED化に全く着手できていない団体が、129団

体のうち 41 団体ございます。内容を見てみますと、普及率がまだ 50％以内の団体が 40％

ということで、また全体数で見ますと、129 団体のうち 63％が 5 割以下の普及率にしかな

っていない状況でございます。この補助率の 3 分の 2 の継続につきましては、こういった

街路灯を設置している町内会、団体等から継続の要望が出ておりますので、今後につきま

しても設置状況を見ながら、推進計画に反映する中で LED 化の推進を図ってまいりたいと

考えております。以上です。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 これで安堵するのではないかなと。町内会等ではあくまでも暫定的な 3 分の 2 でないの

かとの心配があるものですから、私が色々と調査した段階では聞かれた内容だということ

で、当分はこの LED の効果を高めるためにやっていくと、今の答弁内容が非常にありがた

いなと思っております。 

それでは最後の質問となりますが、これは市長にお伺いいたしますが、昨年 11月の電気

料金の再値上げで、北広島市の電気料金の値上げに伴う影響額は年額総額で、先ほどの答

弁で約 4,200 万円であると。この答弁を聞いてその金額の大きさに驚いてはいます。北海

道電力の値上げに対する説明会で、泊原発の休止により火力発電の燃料費がかさんだこと

による値上げであると説明をし、泊原発の再稼働後に値下げしたいと説明されています。

この泊原発の再稼働について、統一地方選挙の焦点の 1 つでもあることから答弁は慎重に

ならざるを得ないと思いますが、市長は再稼働についてどのように考えておられるのか、

答弁のできる範囲で結構です。見解をお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 
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上野市長 

 再質問にお答えいたします。電気料金につきましては、企業経営また市民生活等を考え

ますと、安定的な電力供給を確保することが必要であると考えておりますので、直ちに原

子力発電を廃止することにはならないものと考えておりますが、将来的には原子力発電に

代わる再生エネルギーなど、代替エネルギーの導入を進め、原子力発電ゼロの方向に向か

うのが望ましいと考えております。なお、再稼働につきましては、現在原子力規制委員会

での審査を受けているところでありますので、発電再開時期は未定という状況であります

が、泊原子力発電所の仕組み、安全対策、事故が起きた場合の対応策など、道民や自治体

に対し丁寧な説明や情報を提供し、理解を得た上で再稼働をすべきと考えているところで

あります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 武田委員。 

 

武田委員 

 ご答弁ありがとうございました。私と全く同じ考えで安堵いたしました。 

以上で私の全ての質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

立崎委員長 

 続いて、尾崎弘人委員。 

尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 平政会の尾崎でございます。早速質問いたします。 

市民の安全安心を守るのが行政の責務と考えます。昨今の状況を見ますと、全国的に想

像のつかない殺人事件が多発しております。本市においても窃盗、詐欺事件、不審者情報

等々も報告され、抜本的に見直しをしなければ、安全安心な生活を送れない時が目の前に

迫っているように思います。事件が発生したら警察に頼ることになりますが、予防効果を

高めるために、防犯協会をはじめ関係機関が連携して日々活動をしております。まずはじ

めに不審者情報、タイヤ・除雪機盗難、車上狙い、詐欺等の事案に関して、この 2 年間の

警察による検挙件数はどの程度報告されているのかお伺いいたします。 

次に全国の自治体においても、それぞれ環境の違いから対策にも差異がありますが、当

市として、発生事案の特徴から考えられる対策にはどのようなことがあるのかお伺いいた

します。 

3点目ですが、交通安全対策と防災対策に大きな差異がありますが、その理由をお伺いい

たします。交通対策経費、交通安全推進事業、交通安全施設整備事業に掛かる予算は 1,900
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万円程度組まれておりますが、防犯活動支援、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事

業には、合わせて 84万円程度と大きな差異があります。同一視するには無理があるのでし

ょうけれども、共に安全安心の要であることから見直す時期に来ていると思いますが、見

解をお伺いいたします。 

次に 4 点目、予算委員会の中で青色パトロール経費の助成金増額を否定しましたが、見

直しの考えはないのかお伺いいたします。青パトの助成は義務感が生じるので、不要だと

の声があるので、増額は考えないとの見解を示されました。現行年額 5 千円が支給されて

いますが、それをよしと考えるのでしょうか。大曲地区では町内会より西防犯協会に 1 戸

当たり 50円の助成金を出費していますが、年 4回の街頭啓発と保険に費やされているのが

現状でございます。それでよしとする市の見解に、大きな疑問を感じるのですが、28 年度

に向かい見直す余地はないのでしょうか。お伺いいたします。 

最後に行政組織の見直しをすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。現行、防犯

関係は市民生活スタッフが担っていますが、交通安全は特化したスタッフ構成となってお

ります。片手間で防犯対策を担うには荷が重過ぎると思われることから、交通防犯スタッ

フとすることで、警察ＯＢの助言、対応を得られやすく、共通課題の対応にも効果ありと

思いますが、検討の余地はないのか。以上 5点についてお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 尾崎委員のご質問にお答え申し上げます。防犯体制の強化についてでありますが、タイ

ヤ盗難や詐欺等、犯罪の検挙件数につきましては、厚別警察署の統計では平成 25年度で侵

入窃盗が 145 件、自転車窃盗が 25 件、車上狙いが 5 件、タイヤ盗難が 4件となっており、

特殊詐欺については被害額 4,809 万円で、検挙数は 12 件となっております。また平成 26

年度では侵入窃盗が 26件、自転車盗難が 16件、車上狙いが 238件、タイヤ盗難が 82件と

なっており、特殊詐欺については被害額が 3,817万円で、検挙数は 0件となっております。 

次に犯罪発生事案の特徴についてでありますが、車上狙いやタイヤ盗難等の犯罪につい

ては、窃盗団による連続的な犯行が頻発していることから、市としましては市民や自主防

犯活動団体、関係機関等と連携し、従来から実施している地域での地道な見回り活動や、

自主防犯活動団体への防犯資機材の支援強化のほか、町内回覧やホームページによる注意

喚起や、街頭啓発による防犯意識の向上に努めてまいりたいと考えております。 

次に交通安全対策経費と防犯対策経費についてでありますが、交通安全対策経費としま

しては、バス待合所の維持管理経費や、交通安全推進委員等に掛かる人件費・交付金のほ

か、警戒標識や交通安全施設の整備に要する費用が経費の大部分を占めており、防犯対策

経費を上回っている要因となっているところであります。 
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次に青色回転灯パトロール隊に対する支援についてでありますが、青色回転灯パトロー

ル隊は、市民の善意によるボランティアとして始められた活動であり、市としましては回

転灯やマグネットシート・防犯ジャンパー・啓発用ののぼり等の資機材等の支援を今後も

行ってまいりたいと考えております。 

次に行政組織の見直しについてでありますが、交通安全対策や防犯対策事務につきまし

ては、安全で安心なまちづくりにおける関連性が高いことから、平成 27年度において事務

分掌の見直しを行うこととしているところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 ありがとうございます。それでは再質問をさせていただきます。 

初めの質問で、盗難や詐欺について特殊詐欺の被害が 25 年度 4,800 万円で 12 件の検挙

となっていますが、26 年度では答弁内容の件数に対して検挙数はゼロとのことでした。盗

難や詐欺に遭っても、泣き寝入りしかない現状を行政として、どう捉えているのでしょう

か。また、取られたり騙されたり、痴漢に遭っても自己責任ですよということでいいので

しょうか。警察は忙しいから、捜査もしてくれないのかという市民の声は、聞こえてこな

いのでしょうか。見解をお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 今ありました特殊詐欺の関係においては、検挙件数ゼロということになってございます

が、これらの情報、不審者情報も含めてでございますが、市のホームページとかそれに関

する路上への注意喚起看板等によって、防犯意識の向上を図っていくことが市のできる範

囲と考えてございます。以上です。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 ホームページとか看板で啓発を行っているというお答えでした。騙されたり取られたり

は、非常に高齢者が多いなと思うのです。私も高齢者ですけれども、ホームページを見て

検索をしながら、そういったものをそうなんだと納得できる人がどれだけいるのかなと思
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います。なお一層、その啓発の方法について、回覧とか色々と尽力されていると思うので

すが、やはり市民の安全安心を守るためには、もっと具体的に突っ込んだ啓発を考えてい

ただきたいなと思います。 

次に青色パトロールに対する支援について、答弁では市民の善意によるボランティアと

して開始されたということでございますが、地区によって温度差があるのでしょう。もう

少しガソリン代、いわゆる燃料費の補助があれば行動範囲も広がり、犯罪の予防効果が上

がると思うのは、無理がありますでしょうか。見解をお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 榎本課長。 

 

榎本市民課長 

 青パト隊の活動におきましては、たしかに地域の協会または青パト隊の活動の内容によ

ってかなり差はあるものと考えておりますが、市としては基本的に、パトロールをするの

だという前面に押し出した形での活動ではなく、例えば買い物がてら、用事のときに青色

回転灯を点灯しながら注意喚起をしていただくような、ながら的な比較的身近な活動の中

での対応をお願いしている状況にございますので、ご理解いただきたいと思います。以上

です。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 今のお答えですけれども、ながらということは、買い物をしながら、あるいは用事を足

しながらということでしょうけれども。それであれば、青色回転灯あるいはステッカーを

貼って運転していますよという範疇で、何も服装を変えたり帽子を被ったりして、店の中

に入っていく必要もないのかなという屁理屈を今考えております。そういったところにお

金を掛けるのであれば、もっと行動範囲を広くして色々なところで防犯活動がもっと積極

的にできるような支援の仕方はないのかなと思います。その辺についてはどうお考えです

か。 

 

立崎委員長 

 塚崎市民環境部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 尾崎委員のご質問にお答えいたします。まず防犯パトロールの目的ということで、最初
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に北海道警察から示されていた目的がございます。1つは犯罪・事故・災害の被害を未然に

防ぐこと、地域の皆さんに安全に対する関心を高めていただくこと、それからパトロール

に参加することで地域の連帯感を醸成すること、この 3 つでございます。そういった中で

パトロールをしていただく皆さんにつきましては、無理せずにできることから、できる人

から継続して行うことが、重要であるという内容になってございまして、そういった意味

で青色パトロールをやっていただく方には、無理しない範囲での活動をお願いしてきたと

いう中身でございます。ただいま尾崎委員から、そうはいっても、地域によって積極的に

活動しているところがあるじゃないかというお話がありました。やはり市内を見てみます

と、その地域によって、熱意や対応の仕方が違っているなと感じておりますので、そうい

う積極的にやっていただいているところへのサポートにつきましては、何ができるかを含

めて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 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 最後の再質問になりますけれども、行政組織の見直しについて市長から答弁をいただき

ました。27 年度から事務分掌の見直しを行うということですが、具体的な内容についてお

聞かせいただきたい。3 月 12 日の総務常任委員会だったと思うのですが、その中で一覧表

が渡されました。27 年度の行政組織の概要についてという、これの最後に組織図が添付さ

れておりまして、それに基づいて説明をされたわけですが、市民環境部の市民課を見ます

と、戸籍住民スタッフ、市民生活スタッフ、防犯スタッフとなっておりますが、従来から

ありました交通安全スタッフはどの部門で対応されるのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 ご質問にお答え申し上げます。スタッフ体制の表現につきましては、今回、市長答弁さ

せていただきました内容をもう少し具体的に申し上げますと、これまで交通安全担当の主

査は、持ち分として交通安全を中心としたものをやっておりました。ただ今回一般質問等

でもお答えさせていただきましたように、交通対策や交通体系につきましては、やはり市

の内部組織的には一本化すべきだということで、中央バス等の対応につきましては今後企

画財政部にこれを移すということで、ここの主査の持ち分の中に今回市民生活担当から防

犯も入れる中で、防犯と交通安全を一本化した体制をこの 4 月以降とってきたいと考えて

おりまして、これは市民環境部の中の事務分掌の変更でできますので、体制的には変わり
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ないという表示で現在も至っているところであります。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 少しわからない部分があるのですが、スタッフは会社でいえば係ですよね。課があって

係ですよと。そこに課長がいて、係長がいますよと。その分掌についてですけれども、こ

こに書いてある防犯スタッフという中に交通安全の従来のスタッフも含まれるという解釈

でよろしいですか。 

 

立崎委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 結果的にはそういうことになります。ただ尾崎委員もご指摘されたように防犯スタッフ

ということで交通安全も入るかとなりますと、表示的には見えない部分がございますので、

そこの表現については、防犯と交通ということでの名称に変えていきたいと考えておりま

す。以上です。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 少ししつこいですけれども、この職員課から提示されたものについて、スタッフ制も変

えますよ、組織改変しますよということで、我々議員にもきちんと説明があったわけです

よね。その中で 4月 1日からこれがやられるわけですね。あと半月もしないうちにですね。

それがまだ検討中というのは、少し緩いのではないかという感じがしますけれども、この

表はまだ完成されたものではないと捉えてよろしいですか。 

 

立崎委員長 

 水口総務部長。 

 

水口総務部長 

 尾崎委員のご質問にお答えいたします。総務常任委員会でのご説明につきましては、今

回 3 年かけて組織の見直しを行っていくという内容であります。27 年度について大きな組
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織の見直しということで、企画財政部、総務部、保健福祉部、教育部の部分をご説明させ

ていただきました。その中に資料として組織図、平成 27 年 4 月 1 日以降の案という形で、

添付させていただきました。細かなという言い方は申し訳ないですけれども、事務分掌の

部分につきましては、それぞれの部、課にある程度任せている部分もあることから、表記

の部分につきましては、平成 27年 4月 1日以降に改めてきちんとしたものを出させていた

だくことになります。先ほど市民環境部長がお話しましたとおり、市民環境部の中ではそ

う検討していると、ご理解いただければと思います。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 尾崎委員。 

 

尾崎委員 

 少し納得いかないところがあります。これが 1 つの案ですよということですけれども、

もう目前に迫っている組織改編ですよね。議員にこれを提示されて、それは案ですから変

更もありますよということは、実際に 4 月 1 日になったら全然違う編成になることも想定

されるわけですよね。何を言いたいのかといいますと、こういった文書を回すときに、き

ちんと精査をされてますかということです。大まかな、企画財政部とかそういったことに

ついてはきちんと説明がありました。でも細かいところでそれは案です、これから検討し

ますでは、少しお粗末かなと指摘させていただきまして、質問を終わります。 

 

立崎委員長 

 続きまして、畠山勝委員。 

 

畠山委員 

 平政会の畠山です。それでは市道大曲椴山線道路整備事業についてお伺いいたします。 

私は平成 19年の初当選以来、2期 8年間北広島市議会議員として活動してきたところで

ございます。この間、議員各位はもとより職員の皆様方の温かいご支援をいただいたお陰

で何とか職責を全うすることができ、これまでのご支援、ご協力に対しまして深く感謝申

し上げております。今後につきましては後進に道を譲り、一市民として地域のまちづくり

に貢献してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

さて議員生活最後の質問になりますが、これまで一般質問等で取り上げてきた課題の 1

つである、市道大曲椴山線道路整備事業について質問させていただきます。大曲椴山線は

国道 274 号から道道栗山北広島線に連絡する、約 3.8 キロメートルの市道であり、最近の

交通量が 1 日当たり 2,500 台を超える車両が通行していると聞いております。当該、道路

にある JR千歳線をまたぐ農場橋は、幅員が 3.6メートルと狭く、橋の前後は急カーブなこ

とから、交通事故の発生が懸念されていたところでございます。昨年 5 月 1 日に大曲方面
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へ向かう車両が、対向車との衝突を避けようとして、農場橋手前のガードレールに接触し

ながら JR敷地内の法面に落下する事故が発生いたしました。幸い大事には至りませんでし

たが、ひとつ間違えば、大惨事に繋がる事故ではなかったかと思っているところでござい

ます。私はこれまで、市民が安全で安心して通行できるよう大曲椴山線の歩道を含めた道

路の整備と、JR をまたぐ農場橋の架け替えの緊急性・必要性を訴えてきたところでありま

すが、担当部局のご尽力のおかげで、平成 26年度から社会資本整備総合交付金事業として、

国道 274 号から自転車の駅通り線までの約 1.4 キロメートル区間の整備に着手したところ

であります。このことは長年の悲願であった課題が、解決に向かって大きく前進したこと

であり、私も大変喜ばしく思っているところであります。そして 1 日も早い道路の完成を

願い、以下の点について質問いたします。 

1点目は、平成 26年度に大曲椴山線の道路、橋梁の詳細設計を行っているところですが、

私が気になっていることは、昨年事故があった、農場橋付近の道路の線形についてであり

ます。このあたりはどのようになるのか説明願います。 

またこの道路、橋梁の詳細設計を行いながら、JR 北海道と協議を行っていると思います

が、ここで改めて架け替えに伴う JR北海道との協議経過などについて説明を願います。 

またＪＲ北海道との協議経過などを踏まえた、今後の道路改築事業の予定は、どのよう

に考えておられるのかご説明願います。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 畠山委員のご質問にお答え申し上げます。市道大曲椴山線の道路整備事業についてであ

りますが、農場橋付近の道路線形につきましては、橋梁を現在の位置より北広島駅側に約

27 メートル移動した位置に付け替えることとし、交通安全や周辺道路との接続を考慮しな

がら、整備をすることとしているところであります。 

次に JR北海道との協議経過につきましては、平成 23年度からこれまでに 12回の協議を

行い、農場橋の付け替えの位置・高さ・構造などについては既に合意しているところであ

り、現在は具体的な工事計画などについて協議を進めているところであります。 

次に今後の道路整備事業の予定につきましては、平成 27年度は大曲側の道路改築工事を

行い、橋梁につきましては、平成 28年度より工事に着手する予定としているところであり

ます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 
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畠山委員 

 ご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。先ほどの市長答

弁により、農場橋付近の道路の線形は、交通安全や周辺道路との接続に十分配慮した設計

であることはよく理解いたしました。それでは再質問させていただきますが、新しい農場

橋の歩道や道路の縦断勾配などについて、もう少し詳しく説明をしていただきたいと思い

ます。 

 

立崎委員長 

 駒形都市整備課長。 

 

駒形都市整備課長 

 畠山委員の再質問にお答え申し上げます。橋梁の幅員構成につきましては、対面通行が

可能な車道部の幅員につきましては 8 メートル、また歩道部の幅員につきましては 3 メー

トルをそれぞれ確保いたしまして、全体で 11メートルの幅員となっております。また構造

につきましては鋼製桁を用いたもので、橋長は 43.2メートル、高さは現在の橋梁より 3メ

ートルほどを高くいたしまして、縦断勾配につきましては西の里側に 1.3％の緩い上り勾配

としております。そういったことから、交通安全や周辺道路との接続に考慮したものとな

っているところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 架け替える橋梁の構造や縦断勾配については、ただいまの答弁でよくわかりました。 

次の質問になりますが、私も参加させていただきました昨年 8 月の説明会では、出席者

から色々と意見が出ていたと思います。現段階で地域の方々の理解が得られているのでし

ょうか。その点についてお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 駒形課長。 

 

駒形都市整備課長 

 昨年 8 月に開催いたしました事業説明会後に、沿線の方々に個別に事業説明をさせてい

ただく中で、事業の推進については、ご理解いただいているものと考えております。以上

であります。 
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立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 わかりました。地域の方々の理解が得られているとのことですので、より一層事業推進

に努めていただきたいと思っております。 

次の質問に移りますが、今年度については、道路や橋梁の詳細設計と並行して新たに取

得する道路用地の確定作業も行っていると思います。そこで用地買収の対象となる方々に

ついては、どのように対応しているのかお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 駒形課長。 

 

駒形都市整備課長 

 用地買収させていただく方々につきましては、個別に事業並びに用地買収となる旨の説

明をさせていただきまして、道路橋梁の整備の必要性については、ご理解いただいており、

今年度においては一部買収させていただいた方もいらっしゃるところであります。以上で

あります。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 わかりました。それでは最後の質問になりますが、先ほど上野市長から平成 27年度は大

曲側の道路の工事を実施する、橋梁については平成 28年度より工事に着手する予定との答

弁がありました。そこでお尋ねいたしますが、平成 27年度における道路工事の概要につい

て、また橋梁の工事期間はどのくらいかかるのかお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 駒形課長。 

 

駒形都市整備課長 

 平成 27年度の道路改築工事の概要につきましては、橋梁工事に先駆けまして、JR千歳線

の大曲側の道道札幌恵庭自転車道線を、大曲椴山線が横断するために、ボックスカルバー

トなどを設置する道路改築工事を行うこととしております。また橋梁につきましては平成

28 年度より工事に着手いたしまして、新しい橋梁の完成供用開始を行った後に、旧橋の解
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体を持って完了することとなります。このようなことから工事期間につきましては、今後

の国の予算の状況や JR北海道の事業計画など、様々な要因がありますことから、現時点に

おいて明確な期間は、お示しできないところでありますが、大曲椴山線につきましては、

早期完了に向けて、今後も鋭意努力してまいりたいと考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 畠山委員。 

 

畠山委員 

 詳細の説明をいただきありがとうございました。大曲椴山線の道路整備事業につきまし

ては、通常の道路整備事業と違い農場橋の架け替えに伴う JR北海道との協議や施工区分調

整など、大変なご苦労が掛かる事業であると考えております。従いまして、この不安を解

消するために、関係者との状況などについて確認させていただいたところでございます。

今回の答弁では大変なこととは思いますが、着実に事業が進行していることがわかり安心

することができました。 

最後になりますが、長年の悲願であった大曲椴山線の工事が、今後も順調に進むことを

期待すると共に、一日も早い完成を目指して引き続きご努力いただくことをお願いいたし

ます。私も新年度からこの地域の町内会の役員を務めることになっておりますので、でき

る限りのご協力はさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしまし

て私の質問を終わります。 

 

立崎委員長 

 以上で平政会の総括質疑を終わります。 

続いて無会派、田辺優子委員。 

田辺委員。 

 

田辺委員 

 市民ネットワーク北海道、田辺優子です。今回は 1 点のみ、超高齢社会の中で当市にお

いても予算に占める社会保障費の割合は、増えていかざるを得ないわけですが、いつまで

も住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、介護保険制度を中心に地域包括ケアシ

ステムについて、今回は質問させていただきます。 

私が介護の仕事に係わっておよそ 18年になります。介護保険制度が始まる前は、親の介

護は家族がするのが当然という考えが根強く、特にそれは嫁・妻・娘など女性に重くのし

かかり、ともすれば家庭崩壊に繋がるほど追い詰められている状況もありました。核家族

化が進み、家族だけでは介護を担いきれない現状を受け、2000 年に始まった介護保険制度

では、それまで行政が措置で行っていたものを、社会福祉法人や医療法人はもちろん NPO、
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民間など多くの事業者が参入し、サービスの量や種類が増え、利用者にとっても必要なと

きに支援を受けられる制度になりました。しかし急速な高齢化に伴い、当初 3.6 兆円だっ

た介護給付費が現在は 10兆円を超え、団塊の世代が 75歳を迎える 2025年には、20兆円を

超えることが予想されています。国は増え続ける給付費に、今年 4 月からの改正では、財

源不足を理由に特別養護老人ホームへの入所を原則介護 3 以上に、それから一定の所得の

ある方の利用料を今までの 1 割から 2 割負担に、また一部の要支援者のサービスを介護保

険から切り離し、地域支援事業に移行するなど、利用抑制の力ばかりが働き、当初の目的

であった介護の社会化がどんどん遠のいているのが現状です。市長は所信表明の中で、地

域包括ケアシステムの構築のため、在宅医療と介護の連携や認知症施策の推進、生活支援

サービスの充実に努めていくとされています。地域包括ケアシステムとは、おおむね 30分

以内の日常生活圏域で生活上の安心安全、健康を確保するための多様なサービスを 24時間

365日通じて利用しながら、病院などに依存せずに住みなれた地域で暮らし続けることを目

標としており、施設から在宅へという流れの中で必要不可欠なものとなっています。4月か

らの介護保険制度の改正では、在宅介護により重点が置かれ、新しい総合事業の準備をは

じめ、自治体の役割が大きくなります。今後当市において、地域包括ケアシステムを、ど

のように進めていかれるのかお伺いします。 

はじめに地域包括ケアシステムには、在宅医療と介護の連携の重要性が位置付けられて

いますが、具体的な進め方について伺います。認知症の早期診断・早期対応のための体制

整備として、認知症初期集中支援チームの設置が、2018 年度までに全ての市町村で義務付

けられていますが、当市における認知症サポート医は、何名いらっしゃるのでしょうか。

お伺いします。また施設入所の間口が狭くなる一方で、在宅医療の必要性が大きくなりま

す。訪問診療を積極的に行う医師の確保は、十分と認識されているのかお伺いします。 

次に在宅サービスの 1 つ、2008 年に新しく創設された小規模多機能型居宅介護施設につ

いてお伺いします。利用者が、可能な限り自立した生活を送ることができるよう利用者の

選択に応じて施設への通いを中心として、短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組み合

わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の元で、日常生活上の支援や機能訓練を行うもの

で、なじみの空間となじみの人間関係の中で、特に認知症の方の在宅生活を支える有効な

サービスと大きく期待されていました。当市においては、第 4 期介護保険事業計画期間中

に施設の開設に向け事業者を応募しましたが、なかなか手が挙がらず、2008 年にやっと、

輝美町に第 1 号の施設が誕生し、その後第 5 期の事業計画中に複合型を含め 2 カ所の施設

が開設し、第 6 期の計画では新たに 2 カ所が決まっています。しかし、実際には小規模多

機能だけでは経営が困難で、全てグループホームとの抱き合わせとなっています。そこで 1

点目、各施設の登録は 25 名となっていますが、現在の充足状況についてお伺いします。2

点目は、本来小規模多機能居宅介護施設自体で、運営が成り立つべきですが、グループホ

ームを併設しなければ、経営が厳しいという実態について見解を伺います。3点目、小規模

多機能型居宅介護の報酬単価は、自治体が独自で加算できることになっていますが、当市
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の加算の状況はどのようになっているのかお伺いします。 

次に認知症の方やその家族を支える地域の仕組みとして、認知症カフェに期待が集まっ

ていますが、今年度中に何カ所を開設されるのかお伺いします。 

続いて新しい総合事業の実施時期は、いつでどのような体制を準備されていくのかお伺

いします。また生活支援サービスの担い手の確保は、どのように進めていかれるのか合わ

せてお伺いします。今回の改定では平均 2.27％の介護報酬引き下げが行われ、介護事業所

の運営は厳しくなり、介護職の人材確保は、ますます困難となることが予想されます。保

険者としてサービスを計画しても、担い手が不足する事態に対してどのような対策をお持

ちかお伺いします。 

最後に介護保険制度は、改正のたびに複雑になり、市民はなかなか理解が難しいと思い

ます。今回の改正では「要支援の方のサービスが受けられなくなるのではないか。利用料

などの負担が増えるのではないか」と、利用者から不安の声が沢山あります。市としてそ

れらの不安を払拭し、わかりやすく制度の説明をすることが必要と考えますが、制度の周

知についてはどのように取り組まれていくのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 田辺委員のご質問にお答え申し上げます。地域包括ケアシステムの構築についてであり

ますが、認知症サポート医につきましては、本市におきましては 1名となっております。 

次に在宅医療についてでありますが、訪問診療につきましては、患者の容態に対応でき

る在宅療養支援診療所・病院として、北海道厚生局に届出のある医療機関は 5 カ所となっ

ており、訪問診療や往診による在宅医療の推進につきましては、今後医師会と協議をして

まいりたいと考えております。 

次に小規模多機能型居宅介護施設についてでありますが、市内に 2 カ所ある施設におけ

る、平成 27年 1月現在の利用者の登録状況につきましては、1カ所は定員 25人に対し 7人、

もう 1カ所は定員 25人に対し 17人となっております。 

次にグループホームとの併設についてでありますが、併設する場合には一定の基準のも

と同じ職員がそれぞれの施設の職務に従事できることから、効率的な運営を図ることがで

きるという利点があるものと考えております。なお小規模多機能型居宅介護事業の運営に

つきましては、登録定員の見直しや介護報酬改定により、改善が図られていくものと考え

ております。 

次に報酬単価の独自加算につきましては、体制整備の充実を行った事業者に対し、独自

の加算を設けることができるものであります。本市におきましては実施していないところ

であります。 
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次に認知症施策の推進についてでありますが、認知症カフェにつきましては、現在開設

を検討している社会福祉法人があり、平成 27年度に 1カ所の開設を目指しているところで

あります。 

次に生活支援サービスの充実についてでありますが、総合事業につきましては、生活支

援サービスの確保や介護予防事業の充実を図るとともに、サービス体制を整備した上で平

成 29年 4月までには実施をしてまいりたいと考えております。またサービスの提供体制に

つきましては市民・ボランティア団体・NPOなどの方々に参加をしていただく協議体を市が

設置して、地域における課題の把握や取り組みを検討し、地域の協力を得ながら担い手を

確保してまいりたいと考えております。 

次に介護を担う人材の確保につきましては、第 6 期介護保険事業計画に掲げたサービス

を実施できるよう、北海道の地域医療介護総合確保基金を活用する、介護人材確保対策事

業による支援のほか、北広島市介護サービス連絡協議会の研修などへの支援を行ってまい

りたいと考えております。 

次に介護保険制度の周知につきましては、わかりやすい内容で広報紙や市のホームペー

ジ、高齢者サービスガイドなどで周知を図るとともに、高齢者出前講座や高齢者支援セン

ターなどにより直接市民の方々に説明をしてまいり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 

 それでは再質問させていただきます。施設から在宅へとの流れの中、多少の医療的ケア

が必要な高齢者を在宅で支えるためには医師との連携が欠かせません。介護事業者側から

はなかなかお医者さんにチームに参加してもらうことは難しいのが実態です。入院から在

宅へ戻るときの担当者会議に一緒に参加してもらうことも必要と考えますが、現実には多

忙でありますとか色々と難しく、せめて紙ベースの参加がやっとというのが状況ではない

でしょうか。そこで例えば、地域ケア会議等、これは今後重要な会議になってくると思う

のですが、その圏域ごとに行っているわけですけれども、その圏域の医師に、回り番でも

いいかもしれないですが、医師に 1 人だけでも参加してもらえる仕組みは作れないのでし

ょうか。在宅介護に係わる地域の事業者・市民・ボランティアの方たちの実状を医師にも

理解していただいて、医療的視点でのアドバイスを受けますと、ご本人はもちろん在宅で

生活を続けることに自信がつきますし、支援する介護サービス事業者にとってもサービス

が的確なものとなっていくのではないかと思いますが、見解を伺います。 
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立崎委員長 

 小林高齢者支援課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 ただいまのご質問にお答えいたします。在宅医療と介護の連携について、市が実施いた

します地域ケア会議がございますけれども、この中で医療関係者を含めた他職種連携につ

いて情報交換の場を今後企画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 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 ぜひ医療と介護の間のマネージメントといいましょうかコーディネーター役として、市

に努力していただきたいと思うのですが、先ほどのご答弁では認知症サポート医は 1 名と

いうことでしたが、この 1 名で今後十分と考えているのかということと、医師だけではな

く、歯科医や薬剤師にも認知症への理解を深めていただくことが大事ではないかと思いま

すが、その辺についてはいかがですか。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 在宅医療と介護の連携ですけれども、田辺委員のおっしゃるように、認知症に関して、

札幌の医療圏域の中でもサポート医は大変貴重な存在であります。その中で北広島市に 1

名いますので、この方と連携を図りながら事業を進めていきたいと考えております。また

歯科医師や薬剤師とも連携を図りながら、事業を進め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 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 ぜひよろしくお願いします。次に小規模多機能についてですが、この施設は認知症の方

が在宅で生活を続ける切り札のように言われていたのですが、今、現実を聞きますとグル

ープホームや老人施設が満室なので、空き待ちのような状態になっているのではないかと

思います。施設に頼らずに住みなれた地域で、小規模多機能でできるだけ長く地域で暮ら
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し続けていくためには、本来であれば小規模多機能のみで運営ができるように、市独自の

支援も必要ではないかと考えます。先ほどのご答弁では充足率といいますか、大体登録人

数が 20 名を超さないとなかなか経営が難しいにもかかわらず、1 つの施設が 7 名、もう 1

つの施設が 17名ということで、運営してくのもなかなか厳しいのではないかと思うのです

が、この独自で、市で加算をしていくことは考えられないのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 小規模多機能の市独自加算ということでございますが、事業所の体制強化や地域との連

携のための事業者の負担もかなりあると考えております。このことから、加算制度の導入

については難しいと考えております。なお、市内の複合型施設は開設されて 1 年目にもか

かわらず、着実に登録人員等を確保しておりますことから、これらの好事例を参考にしな

がら、そういう情報を提供することによって、小規模多機能型の事業所におきましても、

安定した事業ができるように、今後支援を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 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 今のお話で、今年度できた複合型はということでしたが、そこの法人は大きな法人で他

にも沢山の施設をお持ちになっていますし、本当に大きな施設なので、グループホームと

小規模多機能この 2 つでやっているところはなかなか厳しいのが現実で、今回第 6 期の計

画でも 2 カ所ということで、グループホーム、必然的に小規模多機能はグループホームと

一緒にやっていくことになると思うのですが、せっかく認知症の方にと期待されている施

設なのでこの運営がうまくいくように、そうしないと結局働いている方たちの待遇などに

も繋がってこないと思うので、そこはぜひ市として考えていただきたいと思います。 

続いて認知症カフェについてですが、介護する家族の困難が大きく言われています。今

回の介護報酬の引き下げは、事業者だけではなく介護する家族にも、大きなしわ寄せが来

ると言われています。介護のために仕事をやめなければならない介護離職者が、過去 5 年

間に 48万人にも上ると言われていますし、そのうち 8割が女性と言われています。サービ

スが限定されることで、家族の負担がその分増えることに繋がっていきます。遠距離介護

や介護離職者など、介護する家族の困難の実態を市ではどのように把握されているのかお

伺いします。 
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立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 認知症の方を抱えている家族の事態ということですが、市では認知症の方の家族を支援

する事業も実施してございます。その中では認知症の方を介護する苦労なども十分承知し

ていると感じておりますけれども、実態につきましては把握しておりません。以上です。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 そういう意味でも、居場所の 1 つとして認知症カフェが期待されるところだと思うので

すが、今年度 1カ所ということでしたが、今後はどのように取り組まれていきますか。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 認知症カフェにつきましては、平成 27年度は 1カ所開設を予定しておりますが、今後複

数カ所の開設で、事業を進めてまいりたいと考えております。市といたしましては、認知

症カフェや高齢者集いの場としてサロンなどございますので、今後そういう高齢者の憩い

の場と、認知症のカフェや憩いの場となりますところが開設されたときには、相互の情報

共有が図れるようにネットワークなどを構築していきたいと考えております。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 ご答弁にありますように、実施団体に全てお任せするのではなくて、内容など偏りがな

いように情報交換など、ぜひ市として横の繋がりのネットワークをしっかり作っていただ

きたいと思います。それに加えて、もっと小さな単位での地域の居場所、ミニデイやサロ

ンなど、これは市内にどのくらいあるか、以前の質問では把握していらっしゃらないとい

うことでしたが、この意思ある市民が、大きな負担をしないで地域の居場所を作ることが

できるように、ネットワークの構築も含め支援していっていただきたいとも考えますがい

かがでしょうか。 
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立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 市内には介護事業者が一同に会する、介護サービス連絡協議会がございますので連携を

確保し、地域の高齢者が集まれるサロンやミニデイサービスなど、開催している方々の把

握を行って、その方たちをまた結びつけていくのも市の役割だと考えております。以上で

あります。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 よろしくお願いします。 

次に生活支援サービスの充実についてですが、29 年 4 月までに総合事業も進めていくと

いうことでしたが、担い手として期待されている市民・ボランティア団体・NPOなどを想定

されているようですけれども、市内のこれらの団体について社会資源がどのくらいあるの

かを把握していらっしゃいますか。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 サービスの担い手となります社会資源につきましては、実際のところまだ十分把握して

おりません。ただ総合事業の実施につきましては、協議体の中で日常生活サービスの具体

的な担い手、内容などを協議して、継続的にサービスが提供できる制度として作っていき

たいと考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 団体の把握は詳しいところまではこれからということですが、それぞれの団体の活動内

容や意向などの調査も今後必要と考えますけれどもいかがですか。 
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立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 団体の内容や意向などにつきましても、設置を予定しております協議体の中で、把握し

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 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 生活支援サービスの充実に向けて、担い手の育成やネットワークを作る生活支援コーデ

ィネーターの配置が検討されていますが、当市においてはこのコーディネーターをいつま

でに、どのような人材を想定されてい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 

 生活支援コーディネーターにつきましては、地域の関係者のネットワークや社会資源を

活用しながら、地域における生活支援サービスなどの提供体制の整備に向けた取り組みを

推進するものであります。今後生活支援コーディネーターの配置につきましては、協議体

などの状況を踏まえながら検討してまいり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 

 先ほど協議体を作るということでしたが、市としては今その協議体を作って、その協議

体の中から、総合事業サービスの実施主体をお願いしていくという形で、そういう方向性

で考えているのかお伺いします。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 
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立崎委員長 

 徳村保健福祉部次長。 

 

徳村保健福祉部次長 

 お答え申し上げます。日常生活支援総合事業でございますけれども、協議体の設置が大

前提には言われております。今、社会資源ということでご質問ございましたけれども、あ

る程度 NPO で頑張っているところや、現にミニデイサービスなどの活動をされている方、

また社会福祉協議会で持っているボランティア団体の方々、そういった方は一定程度捉え

てございます。そういった方々を中心にさらに介護保険サービス、日常生活支援総合事業

に見合ったサービスを、どのように形を変えていくかと私どもも検討しているところです。

しかしながら、実際には高齢者の方々に、より合ったサービスをどのようにしていいかと

いう難しい問題が多々ございますので、その難しいところを協議体で十分練っていきたい、

合わせて、まだ不足する社会資源も見つけ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 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 ぜひ今、ご答弁にありましたように、29 年 4 月までに新しい総合事業のサービスを作り

出していくということですが、本当に難しいことだと思いますので十分な情報提供を行っ

て、多くの市民の意見を参考に、それぞれの地域の実情に合うように進めていくべきで、

おっしゃったように本当に専門的な介護の部分と、市民が主体となってのボランティア的

なサービス、その両輪で進めていかなければならないと思いますので、協議体の設置につ

いても十分配慮をしてやっていただきたいと思います。国は 24時間 365日切れ目のないサ

ービスと言いますけれども、私は一体これは誰が担うのかと考えています。今回の介護報

酬の引き下げでは事業者に大きな打撃を与え、これまでと同じサービスを提供するのが困

難となるのは本当に必至です。国は介護事業者の利益率が、他の業種よりも高いといいま

すが、実際に介護従事者の報酬は他職種よりも低いのは明らかですし、離職率も高いまま

です。私も仕事上、特に若い介護職の方と接する機会が多いのですが、彼らは本当に一生

懸命仕事に取り組んで、利用者に対しても明るい笑顔を絶やさずに黙々と優しく接してい

る姿には、本当に頭が下がる思いですけれども、さらにスキル向上のためには研修会です

ね、それも夜仕事が終わった後の研修会にも係わらず、毎回花ホールの活動室がいっぱい

になるくらい沢山の参加があって、本当に熱心だなと思っています。介護従事者の待遇改

善や担い手の確保については、保険者としてもぜひ一緒に考えていただきたいと思います。

先ほどご答弁の中で、人材確保についても色々な対策事業を行うとおっしゃっていました
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が、先日の補正予算で組まれた、複合型の介護職の募集にも応募がなかったということで、

本当に今介護に係わる人が少なくなってきていると思います。今回の改正では、65 歳以上

の第 1号保険者のおよそ約 2 割を占める市民の保険料が 5,200 円と、前回のほぼ 1.4 倍と

なっております。高い保険料を負担しているにもかかわらず、自分が介護に頼りたいとき

の利用のハードルが本当に高くなって、これでは市民の理解が得られないのではないかと

思います。2025 年に向けて、持続可能な介護保険制度はもちろん、地域包括ケアシステム

を構築していくには、限られた財源の中で市民・行政・事業者・その他ボランティア団体

などがそれぞれに知恵を出し合って、より良い仕組みを作っていくしかないと思います。

そのためには国の方針だけではなく、当市に合った独自の仕組みを作ることが必要で、さ

らにその考え方を地域全体で共有されていかないと、うまくいかないのではないかと思い

ます。そして市がその中心となってリードしていく、ネットワークを作っていくことが絶

対的に必要だと思うのですが、今後のケアシステムの構築、介護保険制度、市民の理解を

得るためにどのように進めているのか、この大きな見解をお伺いします。 

 

立崎委員長 

 木下保健福祉部長。 

 

木下保健福祉部長 

 冒頭に田辺委員がおっしゃいましたように、社会全体で介護を支えていくこの制度自体

は、続けていくべきだと思っております。そのために国の社会保障に関する経費を下げよ

うとかそういう意図を感じながらも、現場の市町村は様々な面で努力をしていかなければ

ならないと。特に介護予防では引きこもりにならないようにするとか、もっと若いうちか

ら健康づくりに力を入れていくと。高齢になった時に困らないようにしていく個々人の考

え方をきちんと養成していくとか、あと大きなものは認知症対策ですね。これも新しいオ

レンジプランに基づいて、着実に進めていかなければならないと思っています。そのため

に市が何をやるかといいますと、やはり担い手をいかに育成していくか。そして市民の皆

様に、制度をいかにわかりやすく周知していくかということ、市民全体の理解を得ながら

進めていくことが必要だと思っています。また合わせて、国から市町村に対する支援も十

分ではございませんので、そちらも要請していく必要があると思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 以上で、田辺優子委員の総括質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 32分 

再 開  午前 11時 32分 
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立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

午後 1時まで休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 33分 

再 開  午後  1時 00分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

休憩前に引き続き、総括質疑を行います。 

日本共産党、永井桃委員。 

永井委員。 

 

永井委員 

 それでは、生活困窮者自立相談支援事業について伺います。この事業は、本年 4 月より

施行されます生活困窮者自立支援法の必須事業となっておりますが、この自立支援法は、

2013 年度から安倍政権が強行している生活保護費削減、食品等の生活扶助費の削減であり

ますが、これと一体のものとして制定された法律であります。生活困窮者を生活保護から

遠ざけ、水際、沖合作戦のツールになる恐れがあるとして、日本共産党や弁護士団体など

は当初から問題点を指摘してきました。政府は 2015年度予算案において、生活保護費のさ

らなる削減、今度は住宅扶助費と暖房費等の冬季加算の減額を盛り込んでおります。これ

が実行されてしまいますと、貧困と格差の拡大はさらに広がり、今以上に生活が逼迫し、

困窮に陥る人々が増えることは、十分に考えられることであります。このことを踏まえた

上で、当市が実施するこの生活困窮者自立相談支援事業にあたって、当事者の生活的、社

会的自立に繋がる支援を十分に取り組んでいくために、どのように対応していく考えであ

るか伺います。 

1つ目、自立相談支援事業の具体的な内容は、どのようなものでしょうか。また市は委託

事業としましたが、本来は市直営で行うべき事業ではないかと思いますが、委託にした理

由を伺います。 

2番目、業務委託仕様書によりますと委託された事業者は、支援計画に基づいた具体的支

援の提供などを行うこととなっていますが、どのような支援提供を想定しておられるので

しょうか。 

3番目、この事業委託費はいくらで委託契約したのでしょうか。その額をどのようにして

決めたのか。また市の負担はいくらほどになるのかお聞かせください。1回目終わります。 

 

立崎委員長 
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 上野市長。 

 

上野市長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。生活困窮者自立相談支援事業についてですが、

この事業は生活困窮者の抱えている課題の評価と分析により、個人の状態に合った支援計

画を作成し、必要なサービスの提供に繋げる事業であり、障がい者や高齢者への相談支援

の現場で蓄積したノウハウを生かすことがこの事業を進める上で重要であることから、委

託することとしたものであります。 

次に支援の内容につきましては、自立を図るため各種サービスの手続きに関する助言や

関係機関への同行、就労支援員による就労支援のほか、住居確保給付金の相談や社会福祉

協議会で実施する生活福祉資金貸し付けの斡旋など、必要な支援を提供するものでありま

す。 

次に委託料につきましては、積算において人件費のほか需用費や通信費、賃借料などを

見込んでいるところであります。契約期間は 3年としており、契約金は年額で 1,685万 8,800

円となるものであります。このうち市の負担につきましては、国庫負担金の基準額にかか

る通知がまだ来ておりませんが、748万 3,800円と見込んでいるところであります。以上で

あります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それでは順に再質問いたします。まず 1 番目の自立相談支援事業の具体的な内容につい

てでありますが、障害者や高齢者への相談支援のノウハウを生かすという理由で委託した

ということですが、少なからずも福祉の分野に携わってきた経験から考えますと、障がい

を持つ方々や高齢者の方々への相談支援内容と、社会との係わりに困難を感じていたり働

く場や住むところがない方々のニーズ内容は、異なるものではないかと考えます。ゆえに

相談支援内容も違ってくるのではないかと考えますが、それについてはどうお考えでしょ

うか。 

 

立崎委員長 

 木下福祉課長。 

 

木下福祉課長 

 ご質問にお答えいたします。委託先のことに関係してくるかと思います。一方、市の直

営あるいは委託ということで、準備段階では検討したつもりでございまして、この 2 つの
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方法、それぞれに特徴があるのではないかと考えております。生活困窮に焦点をあてた相

談支援につきましては、法律が新たにできたこともございまして、これまで法に定める事

業をやっている、実績を持っているところは存在していないわけですが、我々が考えまし

たのは、相談をお受けする段階では困窮に係わる相談ですから、市でやっております生活

保護の相談に少し似ている部分があるのではないかと。一方、相談を受けて支援をする段

階、こちらになりますと市長の答弁にもございましたように、市内に高齢者や障がい者の

相談支援をやっている実績のある法人がございましたので、私どもで考えましたのは、そ

の相談段階でのノウハウを市で委託先に伝えながら、支援の段階ではこれまでのノウハウ

を生かしていただいて、市内の社会福祉法人に委託してやるのが適切であると判断した次

第でございます。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 私は第 2 回定例会でも、この生活困窮者自立支援法について質問したのですが、そのと

きにも参考例として挙げさせてもらったのが釧路市の例です。これは皆さんご存じだと思

いますが、釧路市では、市の職員体制の整備をかなり充実させています。例えば生活支援

担当の職員体制においては、7つの担当課を作りまして、各担当課にケースワーカーを 6名

から 10 名ほど配置をして、合計 72 名ほどのケースワーカーを配置しておりまして、そし

て、ケースワーカー1 人当たりの担当世帯数を約 65 世帯くらいに減らすことで、相談支援

体制の充実を図っております。また釧路市の庁内には、生活困窮者連携連絡協議会という

協議会を設立しておりまして、このように委託先事業者に任せ切りということではなく、

市でも積極的に取り組んでいることが、視察に行ったときにも伺えました。このように当

市としても委託事業者との連携を積極的に行いつつ、市の職員体制も整備させていくこと

で、本当に困っている方々への相談支援事業が充実するのではないかと思いますが、その

辺はどうお考えでしょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 今、釧路市の例がございまして、まちの規模も違いますので、一概にどうのこうの釧路

市のことは言えないですが、その市との連携、いわゆる任せきりになるのではないかとい

う部分ですけれども、現在受託法人と市で順次打ち合わせをしながら準備をしております。

4月から実際にスタートをするわけですが、引き続き市との連携、あるいは先ほど申し上げ
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ましたが、相談段階では市の生活保護のノウハウも持っておりますので、それを伝えるな

どして、連携を確保していきたいということと、合わせて特に、初期の段階は円滑にスタ

ートできるかということもございますので、市としても意を払って対応してまいりたいと

考えてございます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 たしかにまちの規模は、釧路市の方が大きいですけれども、北広島よりも大きい釧路市

でもこのように取り組んでいることをきちんと理解していただいた上で、やはり市でも今、

木下課長がおっしゃいましたように、事業先との連携を密にしていくべきではないかと思

いますので、これは要望としてお伝えいたします。 

相談業務を行うにあたりまして、専門的な資格を持つ人材配置はどのように検討してい

らっしゃいますでしょうか。これは市及び事業者においてということでお願いします。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 まず委託先での体制でございますが、こちらに 3職種、申し上げますと主任相談支援員、

相談支援員、就労支援員、これをそれぞれ 1 名置くことになっておりまして、合計 3 名の

体制で相談をお受けしていくことになります。このうち 1 名は、社会福祉士を配置すると

なってございまして、配置される 3 名の支援員につきましてはそれぞれの職種の養成研修

が予定をされておりますので、そちらも受講していただいて対応力の向上を図ってまいり

たいと考えてございます。市につきましては、特にこの件に関して専門職を配置すること

は考えてございません。以上であります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 その生活困窮者の方々の現状を見ながらということで、今後専門的な資格を持つ職員の

配置などを市でも充実させていくべきではないかと思いますので、それは今後の課題とし

ても踏まえておいていただきたいと思います。 

続きまして、2番目の業務委託先の支援内容ですね。こちらはアセスメントや支援計画策
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定業務などへの、市の係わりはどのようになるのでしょうか。全て委託先事業者が行うこ

ととなるのでしょうか。その辺をお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 今具体的なアセスメントのお話がございました。基本的には委託事業でございますので、

委託先でやっていただくことになります。しかしながら先ほど申し上げましたように、初

めての事業でございますので、気軽に市へ相談というのは変かもしれませんが、連携を取

りまして、市へ聞きたいことがあれば聞いてもらうと。私どもも意を払っていきたいとい

うことでスタートさせたいなと考えております。以上でございます。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 事業所に任せきりにする考えは持っていないということで、市でも事業所と係わりを持

ちながら、初めての事業なので手探り状況ではあると思いますがやっていくということで、

度々釧路市の例を申し上げて申し訳ないのですが、釧路市では就労支援委員また住宅手当

支援員なども、市の嘱託職員として配置していますよね。そして就労支援や住居関係の相

談もやはり、委託先の事業者に任せ切りではなく、市のこのような支援員が相談を担って

おります。当市でも現在の職員体制、減らされ続けている中で大変厳しい状況だとは思い

ますけれども、この生活困窮者の方々に対して、手厚い支援内容が支援事業が行うことが

できるように、職員体制を整備することが望ましいと考えますが、同じ質問となっている

かと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 まず就労に関してですが、今の北広島市の体制でいいますと、今後は 4 月から法律が施

行されまして少し整理される部分がございまして、就労支援につきましては市で行うのは

生活保護受給者という形になります。それ以外の困窮の方につきましては、まさにこの委

託先でやっていただくと。その他にも障がいをお持ちであれば障がいの制度を使ってとな

っていくかと思いますが、こういう仕分けになりますし、住居確保給付金の関係で申し上
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げますと、相談はこの委託する相談窓口でお受けすると。給付の決定は市の事業となりま

すので、市でやっていくことになります。いずれにしましても生活保護の相談窓口、それ

から困窮者の相談窓口、連携を取りながらやっ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 

 永井委員。 

 

永井委員 

 利用する市民からしてみると、窓口があちこちにあることになりますよね。今、私は課

長がおっしゃったことをすぐに理解できなかったのですが、これは市民にとっては、とて

も利用しづらいものになるのではないでしょうか。特に生活が困窮されている方々は、切

羽詰った状態で来ることが予想されますよね。明日の生活も、今日の生活もままならない、

もう本当に食べるお金もないという切羽詰った状況の中で、このように窓口があちこちに

あって、どこに相談をすればいいのかわからないという、これは不親切ではないかと考え

ます。以前から、私たち共産党や他の委員の方々からの質問で取り上げられておりますが、

やっぱりワンストップサービス、市の窓口においてそれは必要になってくるのではないか

と思いますが、それについてはどのように検討されていますか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 困窮絡みの部分で申し上げますと、永井委員がおっしゃるように、2つの制度があって 2

つの窓口があるという、たしかにわかりづらい制度になってくるのかなと思います。ただ

相談に来られるお客様に、「それを判断してください」というのもこれまた無理な話なもの

ですから、例えば困窮者の相談窓口にいらした方がすぐ生活保護に繋げなければだめだと

いう場合については、両方の窓口で連携を取って、困窮者の窓口にも生活保護の申請書は

必要だと思いますけれども、そういったものを置くなどして、お客様が 2 度同じことを相

談するのではなく、ご本人の同意も必要ですけども、相談で受けた情報が、共有できるよ

うにするなどして対応してまいりたいと考えております。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 
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永井委員 

 そのためにもやはり職員体制の整備は、必要になってくるのではないでしょうか。利用

者にとっても、市民にとっても利用しやすいシステムを整えていくと共に、職員体制を整

備させていく、充実させていくことをこれからも頭に置いていただきたいと望みます。 

続きまして同じ 2 番目の内容の中で、この委託、仕様書の中にもあるのですが、支援調

整会議が行われるということで、この支援調整会議は具体的にどのような内容のものでし

ょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 大きく言って、相談を受けて利用申し込みをされた方に支援プランを作ります。この内

容で適切なのかどうなのかを判断する機関として設けられること、もう 1 つはサービス提

供機関との情報を共有、こういうものを目的に置かれる会議だと理解してございます。以

上でございます。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 この支援調整会議に対して市はどのように係わっていく、どのような役割を担う予定に

なっているでしょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 こちらにつきましては、国からの情報にもありますように、自治体は係わりなさいとな

っておりますので、4月寸前ではございますが、今、支援調整会議のメンバーをどこまでど

うしようかという最後の詰めに入っている状態なのですが、あまり支援調整会議の図体を

大きくしてしまいますと、その動きが鈍いということがデメリットとして出てくるのでは

ないかと懸念もしております。いずれにしましても、市の担当者が会議に参加し、もちろ

ん助言もしますし、プランの内容についても生活保護を含めてノウハウを持っております

ので、その辺で適切な支援に結びつくかどうか、この辺の助言といいますか発言といいま

すか、そういったものもしていきたいなと考えてございます。以上でございます。 
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立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それでは、同じように委託仕様書の中にあります場所の設置ですね、相談事業を行う事

務所などの設置、これも受託者は本事業を実施するための事務所を設置すると、最初の方

に挙げられているのですが、本来であれば、市が場所を提供していくことが望ましいと考

えるのですけれども、これは市として係わらないということなのでしょうか。それとも事

業者先と調整をしながら、場所も提供していくということなのでしょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 事務所の場所、相談窓口の場所の関係でございますが、仕様書には永井委員おっしゃい

ますように、委託事業者が設置しなさいとなってございます。こちらも先ほどの答弁で申

し上げましたように、市と受託法人で打ち合わせを行いながら今準備を進めてございます

が、その中で市からは、なるべく市役所に近いところでお願いしたいということで、具体

的にどこに空いている事務所があるのかは、受託法人で探していただいておりまして、市

の向かいのビルに場所がほぼ決まっている状態でございます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 3つ目の事業費関係について再質問いたします。金額的なことを教えていただいたのです

が、当市における上限額があると思うのですが、この上限額はいくらくらいなのか、もう

大体の見込み額が決まっているのか伺います。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 国庫負担金の基準額の上限額、この自立相談支援事業についてですが、正式な通知は市

長の答弁でも申し上げましたようにまだ来ておりません。ただ国で開催をしております会

議資料を見ますと、年額でございますが 1,250 万円となってございます。以上でございま
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す。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 1,250万円が上限額ということで、当市における契約金額は先ほど市長からも答えいただ

いたように年額 1,685 万 8,800 円で、この上限額よりも上乗せをした形で、事業を行って

いくことでよろしいですか。そうしましたら、先ほどの市長答弁でも伺いましたが、年額

1,685万8,800円のうち、市の負担額が748万4千円いかほどになる見込みとありましたが、

どのような理由でこのような試算を出したのでしょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 市の負担額の計算の関係でございますが、先ほどの質問にもございましたように、国庫

負担の上限額が 1,250 万円となっておりますが、負担金ですから負担率という言い方にな

ると思いますが、これは 4分の 3でございます。1,250万円にこの 4分の 3を掛けますと、

937万 5千円となります。937万 5千円と契約額の 1,685万 8,800円、これの差額が 748万

3,800円で市の負担とお答えしております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 この市の負担額の中には、職員、委託事業先の人件費なども全て含まれていますよね。

負担額に限らず、委託事業費の中で人件費や建物の借地料金、また通信費など全て含まれ

ているということですが、本当に人件費等も含めた上での金額で、働く人々にとっても本

当に十分な金額だと考えられるのでしょうか。私は少ないのではないかなと考えているの

ですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 
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木下福祉課長 

 今回の契約に当たりましては、プロポーザルという方式を採用してございます。このプ

ロポーザルの要領の中で、契約金額の目安となる金額もお示ししております。その上でプ

ロポーザルをやりまして、事業者を絞っていくわけですが、その後、見積書を提出してい

ただいて契約に至っていまして、受託者側としてはその金額でできるということで、見積

書に書かれた金額をもって契約をしております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 ちなみにこの契約金額の中で人件費として考えられる金額、3人分の人件費ですね。そち

らはいくらくらいになるとお考えですか。 

 

立崎委員長 

 暫時休憩します。 

 

休 憩  午後 1時 30分 

再 開  午後 1時 31分 

 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。木下課長。 

 

木下福祉課長 

 契約額のおよそ 80パーセント後半、受託事業者と人件費のすり合わせはしていないわけ

ですけれども、それぐらいではないかと捉えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 今のお答えでよくわからなかったのですが、単純計算とした上で、計算が苦手な私もや

ってみたのですが、1年間の委託金額が 1,685万円、これを国庫負担 4分の 3とかと兼ね合

わせますと 1,264 万円ぐらいになりました。これを 3 カ年で割りますと 421 万円ぐらいに

なりまして、これをまたスタッフ 3 人分で割りますと 1 人当たり 140 万円ぐらいになった

のですが、私の計算が少し間違っていて申し訳ありません。とにかく人件費や賃借料など
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を含む委託料として、十分な予算となっているのかどうかを問いただしたいのです。そし

てこの予算の上で、きちんと働いてもらうために、安心して働いてもらうためには、人件

費も十分に保障するべきだと思いますし、そのような委託事業に取り組んでいただきたい

と、私も要望しております。 

最後に、また釧路市の例で申し訳ないですが、釧路市では市や管内関係機関、また振興

局や委託事業者など連携を取っております。そして、自立支援を担当する専門のコーディ

ネーターであります、自立生活支援員 2 名を配置するなど、利用者と事業所を結ぶ橋渡し

の役目も担っております。釧路市の取り組みを参考に、当市としても各機関との繋がりを

確立させて、事業進めていくことが必要だと思われますので、こちらの取り組みを充実さ

せていただきたいと要望して、私の質問を終わります。 

 

立崎委員長 

 続いて、板垣恭彦委員。 

板垣委員。 

 

板垣委員 

 引き続きまして質問いたします。第 2 点目でございますけれども、第 6 期の介護保険事

業についてお伺いいたします。この 4 月からの第 6 期介護保険事業、沢山の問題を含んで

いると思いますけれども、何よりもまず問題として指摘しなければならないのが、大幅な

介護保険料の増額であります。第 6 期事業のための介護保険料、当初は基準月額で 5,400

円とし、その後再度計算をして 5,200 円に減額をしたわけでありますけれども、いずれに

しても第 5期の保険料 3,800円のおよそ 1.4倍にせざるを得なくなったということですが、

この主な理由は何なのかお伺いいたします。 

それから 2 番目に、低所得者負担軽減についてどうなっているのかお伺いいたします。

低所得者の保険料負担軽減については、国は当初は第 1 段階の人、最も所得の少ない人に

ついて 5 割軽減を 7 割軽減にするとしておりましたけれども、昨年の総選挙後にこれを翻

して、5割 5分の軽減に止めたわけであります。この施策変更の背景と、今後の対応につい

てどのようになるのかお伺いいたします。 

3番目に、一般財源からの繰り入れでこの保険料高騰を抑制するべきではなかったのでし

ょうか。お伺いいたします。 

4つ目ですが、一部の利用者負担を 1割から 2割に引き上げることについて、これも年収

280万円以上の高齢者について 2割負担をするということでしたが、なぜ 280万円以上なの

か。国会において共産党の小池晃議員などが追求しても、その根拠が示されなかったとい

う状態であります。しかしながら 1 割から 2 割に利用者負担を引き上げようとしているわ

けですが、その影響などをどのようにお考えになっているのかお伺いいたします。 

5番目に特別養護老人ホームの入所待機についてお伺いいたしますが、入所待機解消をど
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のように図るおつもりなのかお伺いいたします。 

6番目、介護報酬の引き下げについては、事業者にどのような影響を及ぼすのかについて

もお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 板垣委員の質問にお答え申し上げます。第 6 期介護保険事業についてでありますが、介

護保険料改定の理由につきましては、本市の高齢化の進展による認定者数や利用者数の増

加に伴い、介護給付費見込み額が増加することが大きな要因であります。また介護給付費

準備金がないこと、財源不足により借り入れた、北海道の財政安定化基金の償還なども要

因の 1つとなっているところであります。 

次に低所得者の保険料軽減についてでありますが、国は消費税率の引き上げによる社会

保障の充実として、低所得者の保険料軽減の強化を予定をしておりましたが、10％への引

き上げが先送りになったことから、軽減が縮小されたものであります。今後、国の新たな

軽減策がとられる場合には、第 6 期介護保険事業計画の見直し条例改正の手続きなどが必

要なものと考えております。 

次に一般会計からの繰り入れについてでありますが、介護保険制度では費用の 2 分の 1

を公費による負担とし、残り 2 分の 1 を保険料の負担により運営することとなっておりま

す。一般会計におきましては、介護保険法に基づき保険料の徴収経費や認定経費等の事務

費のほか、給付費等に対して負担割合に応じて繰り入れているものであり、保険料を抑制

するために一般会計から繰り入れることは、制度の趣旨から見て適当ではないものと考え

ております。 

次に利用者負担についてでありますが、280万円以上の年金収入のある方の利用者負担の

引き上げにつきましては、要介護度や介護サービス利用料により異なりますが、2倍または

区分支給限度基準額を上限に、負担は増えるものと考えており、利用者は約 240 人で約 3

千万円と試算をしているところであります。 

次に特別養護老人ホーム等の入所待機についてでありますが、入所要件が本年 4 月から

要介護度 3 以上となることや、第 6 期介護保険事業計画期間中に、グループホームの整備

を予定していることから、今後待機状況の変化を見ながら、次期計画策定に向けて検討を

していかなければならないものと考えております。 

次に介護報酬の改定についてでありますが、処遇改善加算の増額はされておりますが、

全体でマイナス 2.27％であり、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の強化、介護人

材確保、サービスの適正化などを踏まえた内容となっております。通所介護サービスでは、

下げ幅が大きく、また通所リハビリテーションでは、逆に引き上げとなっているなど、提
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供するサービスの種類等によって介護事業者の利益率への影響はあるものと考えておりま

す。以上であります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 何点かについてお伺いいたしますが、まず介護保険料の値上げの要因についてお伺いい

たしますが、1つには第 2号被保険者が少なくなった分の負担増、いわゆる 40歳から 64歳

までの方々が少なくなったことによりまして、負担割合が 21から 22％へ、65歳以上の第 1

号被保険者の負担割合が 21％から 22％へ、1.05倍になってしまうわけであります。2番目

には介護給付費の準備基金がなくなった。答弁にもありましたように、第 5期では 1億 7,900

万円ほど準備基金があったけれども、これがなくなってしまったと。第 3 番目には道財政

安定化基金の、取り崩しがなくなった。第 5 期では 2,600 万円ほど道の財政安定化基金か

ら交付されていたわけですけれども、これがなくなったと。それに加えて、地域支援事業

の基準超過分の負担が新たに増えると。5番目には本来国が負担するべき調整交付金の削減

分の負担、これが 2 億 4 千万円ほどになります。これも、第 1 号被保険者が負担しなけれ

ばならない。それから、第 5期で借り入れた、道の財政化安定化基金の借入金の返済 8,900

万円あまりをしなければならないという要因だと思いますけれども、要するに、このよう

に負担増加分を、全て第 1 号の被保険者に背負わせているわけであります。これは本当に

制度としておかしいですが、答弁でもありましたように、この給付費の 2 分の 1 といって

いましたけれども、保険全体に掛かる費用の 1 割がその被保険者が利用料として払い、残

り 9 割が保険給付費として支払われるわけですけれども、この 9 割についての 2 分の 1 を

公費で賄うこととしているということですが、実際はどうか。ここが違ってきているわけ

ですね。実際は国の負担が 2 分の 1の、さらに 2分の 1 ですか。本来ならば、25％あるべ

きなのが、国は負担は 23％しかしていない。その、残り 2％分を第 1 号被保険者の負担に

背負わせてしまっているわけですよね。ですから、その公費負担と保険料負担は、本来は

フィフティーフィフティーでなければならないのに、公費が 48％、保険料負担が 52％にな

ってしまっていると。非常におかしいわけであります。このように全部負担を第 1 号被保

険者に負わせているのはおかしいのではないですか。 

 

立崎委員長 

 小林高齢者支援課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 ただいま板垣委員からご指摘ありました調整交付金つきましては、介護を受ける可能性
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の高い 75歳以上の高齢者が多いほど、また、第 1号被保険者の所得水準が低いほど高くな

りますことから、市町村の努力では対応できない第一号被保険者の格差調整のために、国

から市町村に交付されるものであります。介護保険サービスの財源をに占める割合といた

しまして全国平均で 5％ですけれども、当市におきましては板垣委員のおっしゃるとおり、

全国平均より後期高齢者の割合や低所得者の割合が低いことから、約 3％程度となっており

まして、この差額は第 1号被保険者の負担となっております。なお、この調整交付金の 5％

につきましは、介護保険財政の健全な運営のため、国費負担割合の引き上げや調整交付金

を別枠化について、全国市長会を通じて国に要望しているところでございます。以上であ

ります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 あまり回りくどい答弁は望むものではありません。もう本当に、「あなたのおっしゃると

おりです」ということを答弁してくれればいいわけなのですが。非常におかしいわけです。

過度に第 1号被保険者に負担を背負わせていると思います。 

それからもうひとつ指摘したいと思いますけれども、保険料算定において介護給付費の

推計が非常に過大ではないでしょうか。答弁では費用が多くなったということですけれど

も、この給付費の推計は国の計算によったということですが、2025 年度の訪問介護の 1 人

当たり給付費が 137万 1千円ぐらいになるということで、2014年度のおよそ 3倍にもなる

推計は本当におかしいのではないかと思います。ホームヘルプサービスを今の 3 倍も利用

するなどとは到底考えられないわけです。これについてはどうですか。イエスかノーかで。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 給付費の推計につきましては、国のワークシートにより推計しておりますけども、これ

につきましては第 5 期期間中のサービスの利用料を勘案して推計するに仕組みとなってお

ります。板垣委員がおっしゃっている訪問介護につきましては、第 5 期期間中の利用の伸

びが高かったことから、板垣委員が指摘されている、10年後の将来推計であります 2025年

の値が大きくなったものと考えております。なお第 6 期につきましては、適正な推計がさ

れているものと考えているところであります。なお、今後重度の方の在宅サービスの利用

が増えることも考えております。また合わせて利用者の要介護度やサービス単価などにつ

いても高くなる見込みとなっておりますことから、訪問介護の 1 人当たりの給付費につき
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ましては今後増えるものと考えているところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 時間がありませんので次に移りますけれども、介護保険料減免のための一般会計からの

繰り入れについて、厚生労働省は不適切としているのですが、これは不適切とするのはあ

くまでも助言であって、法律上不法であるということではないわけです。絶対だめだと言

っているわけではないですよね。そのように厚生労働大臣は答弁しております。市町村を

見ても、道内でも長沼町は、第 5 期には 1 億円一般会計から投入しました。第 6 期でも一

般会計から 8 千万円繰り入れて、保険料の高騰を抑えるという措置もしております。この

ように一般会計からの繰り入れもするなどして、当市の保険料の 1.4 倍もの高騰を、抑え

るべきだったのではないですか。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 一般会計からの法定外繰入ということですが、板垣委員からご指摘のありました長沼町

につきましては、把握しておりませんが、介護保険制度の創設に当たりましては、不足す

る財源を一般会計からの繰入で賄うことが常態化することは少ないことから、保険料が不

足した場合は財政安定化基金から対応するとなっております。またこの一般財源の繰り入

れにつきましては、市の他の福祉サービスや施策の推進に影響を与えるものと考えており

ます。以上であります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 特別養護老人ホームの入所待機についてもお伺いいたしますけれども、入所待機解消は

どのように図るのでしょうか。昨年 11 月末でも、211 名ほどの入所待機者だったと思いま

す。このうち、たしか半分ぐらいが要介護 3 以上だったのではないかと思うのですが、こ

の施設サービスの利用割合を見ますと、2013 年度末では北広島は 2.0％ですよね。それに

対して北海道、全国共に 2.8％です。北海道、全国よりも北広島は施設利用者が少ないので

す。第 6期の状況を見ても 2.3％程度でありまして、やはり北海道や全国と比べて、人数に
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すると 87名も少ない状態ですから、この全国レベルから見てもさらに、できれば第 6期で

も 100床規模の特養増設が当然なのです。この辺についてどうお考えですか。 

 

立崎委員長 

 小林課長。 

 

小林高齢者支援課長 

 ただいまの特別養護老人ホームの入所待機についてですが、待機者 211 名のうち 120 名

が要介護 3 以上となっております。また特別養護老人ホーム等の入所待機ですけれども、

これら施設サービスにつきましては、在宅サービスに比べて 1 人当たりの給付費が大きく

なっている、また介護保険施設等の増加が利用者の増加に直接結びついているという性格

を持っていると考えております。たしかに、第 5 期計画期間中には特別養護老人ホームの

整備をいたしましたが、新しくできた特別養護老人ホームにつきましては、要介護 3 以上

の方で入所が決定した後に辞退をされるという形で、入所待機者や入所希望者が入所に繋

がっていなかったという部分もございます。このことを踏まえまして、入所待機者の状況

につきましては、緊急度や入所の希望状況など実態の把握に努めながら、今後の事業計画

に反映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 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 入所待機の解消がなかなかなっていない現状を、早期に解決していただきたいと思いま

す。 

時間の関係で次のご質問に移ります。広域ごみ処理についてお伺いいたしますが、第 1

に、栗山町の広域ごみ処理参加申し込みに対し、当市はどのような対応を考えていらっし

ゃるのでしょうか。また当市として、広域ごみ処理での生ごみの扱いをどのようにするべ

きとお考えでしょうか。2013年 11月のごみ処理広域化の検証と、今回出されたごみ処理広

域化基本計画を比較してみますと、ごみ処理料・施設建設費等が大きく異なりますけれど

も、なぜこのような大きな差異が生じたのかについてお伺いいたします。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 広域ごみ処理についてでありますが、栗山町の対応につきましては、栗山町が昨年発生
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した炭化処理施設の故障により、町のごみ処理方針を見直さざるを得ない状況となったこ

とから、道央廃棄物処理組合への加入の意向を表明され、現在組合におきまして加入にか

かるメリットデメリット等を整理をしているところであります。今後につきましては組合

が整理した内容を基に、関係地方公共団体で協議することとしております。次に広域にお

ける本市の生ごみ処理についてでありますが、引き続き下水処理センターにおいてバイオ

ガス化処理を進め、循環型社会の形成に寄与をしてまいりたいと考えております。 

次にごみ処理広域化基本計画における建設費等についてでありますが、ごみ処理量につ

きましては、各構成団体の基本計画におけるごみ処理計画量をもとに算出をしております

が、今回策定されました広域化基本計画では、このごみ処理計画量に平成 25年度の処理実

績を加味した計画となったことから増加をしたものであります。施設建設費につきまして

は、この処理実績を加味したごみ処理計画量を基に施設規模を算出し、施設建設費を積算

しておりますが、労務単価費や建設資材費の上昇などから、建設費が増加をしたものであ

ります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 それでは再質問いたしますけれども、まず広域での生ごみの扱いがばらばらなのは、非

常におかしいと思います。質問しましたのは、当市が今後も生ごみのバイオガス化処理を

続けることはいいのですが、広域でこのように、生ごみの扱いがばらばらなのはおかしい

ではないかということです。どうですか。 

 

立崎委員長 

 高橋環境課長。 

 

高橋環境課長 

 板垣委員の再質問にお答え申し上げます。道央廃棄物処理組合につきましては、構成す

る 2 市 3 町で発生する廃棄物の処理に関しまして、廃棄物の焼却施設の設置、それから管

理及び運営に関しまして共同で処理するために設立した一部事務組合でございますけれど

も、今回の基本計画の中では、各構成団体のごみ処理につきましては、各構成団体のごみ

処理の基本方針でございます基本計画をベースに、焼却処理することについて整理したも

のでございますので、それぞれの市町村の取り扱いが、そのまま広域でという形になろう

かと思います。 
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立崎委員長 

 板垣委員。   

 

板垣委員 

それはおかしいですよね。そういう基本計画ということであれば、千歳はどうだったの

でしょうか。千歳は平成 23年ですか、基本計画を作って、そのときに、生ごみは分別処理

をするとしたでしょう。それがもう、広域処理になったからこれ幸いとばかりに、分別処

理を止めて焼却処理しようという形でないですか。それは非常におかしいですよ。代表質

問でも予算審査委員会でも答弁が納得できないのですが、可燃ごみに生ごみが入っていて

もいなくても、この焼却炉導入経費あるいは維持管理経費に、大差はないと市長答弁であ

りましたけれども、これは私は明らかに誤りであると思います。生ごみはおよそ 80％が水

です。この水を常温から 900 度に加熱するには、気化熱ですね。沸騰させて気化させるた

めの熱とそれからさらに温度を上げていくそのために、水 1 キロ当たり 1,400 キロカロリ

ーもの熱を必要とするのです。環境省の出先機関でも、可燃ごみのうち 20％が生ゴミ分別

で、資源化されて除去されれば、可燃ごみの発熱量は 1 キロ当たり 1,250 キロジュール、

カロリーに換算して 300 キロカロリーほど発熱量を増大すると言っているとおり、この生

ごみの影響はものすごく大きいのです。生ごみが入らなければ、発熱が大きくなって炉を

痛める恐れも出てくるなどとも答弁しておりましたけれども、ストーカ炉では空冷や水冷

で、炉の温度をコントロールしています。局所的な発熱などがなければ、そんなのは十分

コントロールが可能なのです。生ごみのあるなしで焼却で発生した排熱、余熱の利用に大

きく差が出てくるのです。生ごみの乾燥のために余熱を利用しようとするのでしょうが、

生ごみがなければ、乾燥にまわす必要もさほどなくなるわけですから、電力の発生、電力

量を多くしたり、余分な余熱の利用が促進されているわけで、こういう点から考えても、

生ごみ焼却はできるだけ少なくしなければならないのではないですか。お伺いします。 

 

立崎委員長 

 高橋課長。 

 

高橋環境課長 

 生ごみだけを焼却する場合につきましては、例えば補助燃料が必要になることもあろう

かと思いますけれども、今回想定しております焼却炉では、紙類や廃プラスチック類など

燃えやすいものも含まれることとなります。水を沸騰させた場合のカロリーなどは、板垣

委員のおっしゃるとおりだとは思いますけれども、これまでご答弁申し上げた繰り返しに

なりますけれども、ストーカ方式の中では、貯留ピットでの水切りや乾燥段での十分な乾

燥によりまして、燃焼がうまくいくと伺っていますし、すでに生ごみを焼却している施設、

実際に稼動しているところですが、そちらの聞き取りでも、助燃という形で補助燃料を用
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いて焼却は行っていないと伺っておりますので、生ごみが入る入らないの部分で、先ほど

言いました空冷や水冷の方式などの違いはございますけれども、総コストに占める割合の

部分や維持管理のことを考えますと、大きな差がないと考えております。以上でございま

す。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 それはもう、全く間違いだと思いますね。補助燃料はたしかに使わなくていいかもしれ

ませんが、乾燥のための熱は必要ですよ。それは、生ごみがあればあるほどですね。そう

いったところへの熱の供給が必要なわけですから、やはりそういう点で、生ごみは分別処

理していかなければならないのです。生ゴミ分別をすれば千歳の量はどうなるか、千歳の

焼却炉は、今のところ基本計画では 2 万 5 千トンと言っていましたが、生ごみを分別すれ

ば 7千トンも減らすことができるのです。1日当たりの処理量も 20トン減らすことができ

る、それだけ小型化ができるわけです。経費も少なくすることができるわけです。なぜそ

ういうことをやっていかないのか、非常に不思議であります。さらに千歳の問題は、今ま

で燃やせないごみとしていたものを、今度はその中のプラスチックをも、この際一緒に燃

やしてしまおうということですよ。ですから、燃やせるごみの量が大幅に増えるというこ

とですね。一方で北広島はどうかというと、北広島は生ごみ分別をさらに強めてください

よと。平成 42年には今 1,200トンぐらいの生ごみ分別量を、倍以上の 3,300トンぐらいに

しなさいよということでしょ。北広島には非常に重い負担をかけているわけです。その一

方で千歳は、生ごみもどんどん燃やす、燃やせないごみまで燃やしてしまおうということ

で、千歳にとってこんなにいいことなんてないです。おかしいですよ、こういうようなや

り方は。やはり、もう少しその辺は本当に言葉がおかしいかもしれませんけれども、1つの

市の意向に沿ったやり方でやるのではなくて、当市にとってもメリットがあるのかどうか、

よく考え直していただきたいです。 

それから施設建設費などの問題ですけれども、2013年 11月の検証時点と今回とで全然違

うわけですよ。焼却ごみ量は 127 トンから 139 トンに増えた、大体 1 割ぐらい増えたので

すが、建設費が 74億円から 127億円でしょう。1.72倍にも増えているのです。なぜこんな

に増えるのですか。 

 

立崎委員長 

 高橋課長。 
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高橋環境課長 

 お答え申し上げます。施設建設費につきましては、広域の検証時におきましては既に導

入実績のあります、千歳市の基本計画の計画数量日当たり 80 トンで施設金額が 56 億円を

ベースに、環境省が作成しております廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引きの

積算方法を用いまして、各構成団体のごみ処理の基本計画の処理量から、広域で処理する

場合と単独で処理する場合の、比較検討行うために算出を行ったものでございます。今回

の広域の基本計画につきましては、各構成団体の基本計画を基に、平成 25年度の処理実績、

それを加味した形で処理量を算出いたしまして、その処理量で焼却する場合の施設規模を

算出いたしまして、その施設規模により建設する場合の建設費を、既に導入実績のあるプ

ラントメーカー数社から聞き取りにより金額を算出してございます。このことから広域の

検証時には、ある程度前提条件を設定いたしまして、広域化の検証を行ったということで、

今回は組合で広域で処理する場合の実績を基に算出したものでございますので、単純比較

は難しいものではないかなと思っております。それから、建設費が増えている要因といた

しましては、焼却施設の建設予定年度が平成 31 年度になりますけれども、平成 32 年度に

開催予定の東京オリンピック等の影響を受けまして、現在よりも資材費や労務単価等に増

加が見込まれるとお聞き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 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 東京オリンピック云々と言いましたけど、その前年から建設が始まると言うけれども、

始まるのは土地の造成からでしょ。実際の建設が始まるのはいつからですか。 

 

立崎委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 2時 9分 

再 開  午後 2時 10分 

立崎委員長 

 休憩を解き再開いたします。塚崎市民環境部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 実際に広域での施設建設がいつ始まるかということでございますけれども、まずその大

前提となるのは、板垣委員もおっしゃったように土地の取得が大きな課題となってまいり

ます。ただ、今予定では 28年度中には候補地を決めて、その後土地の買収等に入っていく
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予定でございまして、遅くとも 32年には建設が始まると思っております。以上です。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。      

 

板垣委員 

土地の造成から始まるわけですよね。実際の設備の設置などは、東京オリンピックが終

わった後ではないですか。東京オリンピックが終わった後どうなるかは、これはもう著し

い不況に陥るとも懸念されています。物価も下がるし。こんなに 1.5 倍から 1.７倍にも上

がるなんてとても考えられないですよ。なぜそういう想定になるのですか。 

 

立崎委員長 

 高橋課長。 

 

高橋環境課長 

 お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、施設規模を建設いたしまして、既

に各自治体に施設を導入しているプラントメーカーからの聞き取りによりますので、そう

いった形で数社から聞いて確認しているところでございます。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 プラントメーカーの言いなりですか、あるいはもう 1 市の言いなり、そんな形でこのよ

うな大きな事業をやらされたら困りますよ。きちんと当市の独自性を持って、計画を組ん

でいっていただけないですか。将来の 5年、6年、あるいはさらにその先の物価動向がわか

らないのは当然だと思います。なかなか予想し難いのは。ですから、現時点でこう考えて

どれくらいの建設費用が掛かるかを、まずきちんと把握をすべきですよ。その中でこの建

設費を抑えるにはどうしたらいいか。本当にごみの焼却炉が 139 トンもの能力が必要なの

か。先ほども申し上げましたように、生ごみをなんとか分別しろと。あるいはプラスチッ

クを燃やさないで、高炉の原料にするとかいう形での再利用を図る、そういう形で、焼却

量を増やしコストを抑えていく検討が必要ではないですか。そういうこともせずに、ただ

メーカーから言われたからどうの、他の市から言われたからどうの、そんなことで計画を

進められては困るのです。もう一度その辺について、部長答弁を求めます。 
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立崎委員長 

 塚崎部長。 

 

塚崎市民環境部長 

 板垣委員がおっしゃっている中で、当市にとってのメリットは何かというお話がござい

ましたけれども、先ほど生ごみのお話が出てまいりましたけれども、まず市としては、広

域に出すべき生ごみをなるべく減らして、自分達が持っているバイオガス化処理施設で処

理していくこと、それが本市にとっては、1番メリットがあるものと考えております。それ

で広域の計画の中でそれをどのように果たしていくのかという中で、例えば、その他プラ

のお話も出てまいりましたけれども、その他プラにつきましては、本市のその他プラも当

然その中で焼却していく形なります。現在千歳市の炉では、その他プラを燃やすことがで

きないのですが、新しい炉ではその他プラは燃やせることになりますので、そういったも

のを含めて、広域では燃やしていきたいと考えているということで、それは千歳市も私ど

もも変わりません。その他プラの資源化を図ってはどうかというご提案だと思いますが、

今現在、容器包装物のプラについては、国で資源化するとやってきておりますけれども、

その他プラにつきましては、まだ資源化するプラント等については、そういったものを国

でも資源化することになっておりませんので、そういった部分については、国の動向を見

ながら、検討は各まちでもしていかなければならないものと判断しております。以上です。 

 

立崎委員長 

 板垣委員。    

 

板垣委員 

その他プラについて再利用の状況になっていないというお話ですけれど、それはまた違

うのではないですか、もう室蘭製鉄所なども、高炉の還元剤としてコークス代わりに使う

ことを既にされているわけですよ。まだ、コスト高ではありますけれども、今後の技術の

進捗状況によっては、大幅にコストが安くなる可能性だってあるわけですし、やはりでき

るだけ燃やさない、あるいは再利用という形でプラスチックも使っていくべきだというこ

とだと思いますし、そういう形で焼却量を減らしていくことが必要ではないかと申し上げ

まして終わります。 

 

立崎委員長 

 以上で日本共産党の総括質疑を終わります。 

公明党、藤田豊委員。 

藤田委員。     
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藤田委員 

公明党の藤田でございます。総括質疑、市長、教育長に明快な答弁をいただきたいとい

う 3項目に絞り、簡潔にお聞きをしたいと思います。 

まず 1 点目、福祉バスの利活用について質問いたします。本市が所有している福祉バス

は 6月から 10月までは利用団体も多く大変好評であります。本市の北広島市福祉バス運行

要綱には、このバスを利用できる市内の団体の規定では、おおむね 60歳以上で構成する団

体、障がい者が組織する団体となっています。また使用目的の 1 つとして、健康及びレク

リエーションに関することとあります。福祉バスの利用実態を見ますと、毎年 12 月から 4

月までは、バスの稼働率が下がります。この時期に、福祉バスの利活用のために、要綱を

見直してはと思いますので、以下 2点質問します。1点目は特定健診、がん検診を札幌の施

設で受診するために、特例として臨時の送迎バスとして使用を認めてはいかがでしょうか。

2点目は新庁舎完成とあわせて併設される保健センターが行う事業において、市民を保健セ

ンターに運ぶ、臨時の送迎バスとして使用することを認めることはできないのか。市長の

見解をお伺いいたします。以上で 1回目終わります。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。福祉バスの利活用についてでありますが、福

祉バスにつきましては教養・研修や健康及びレクリエーションなどの目的のために、福祉

関係の団体等が利用できることとしているところであります。保健センター事業の実施方

法につきましては、今後内容等を検討することとしており、これにあわせて、福祉バスを

市の事業で使用することについて、団体の利用に支障を来たさないよう配慮しながら、検

討をしてまいりたいと考えております。また特定健診やがん検診につきましても、事業の

見直しを行う際には、同様に検討してまいりたいと考えております。以上でありますす。 

. 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは再質問いたします。まず 1 点目、福祉バス運行要綱を、現行の福祉目的以外に

事業を追加することは可能なのかどうかお聞きいたします。 

 

立崎委員長 

 木下福祉課長。 
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木下福祉課長 

 ご質問に出てまいりました特定健診、がん検診、あるいは保健センターの事業の関係で

ございますけれども、これにつきましては市では総務課が所管しております市民バスもご

ざいます。この市民バス自体は、市が主催または共催する行事で市民が参加する場合に利

用できるとなっておりまして、まずはその市民バスを使っていただくべきと現段階では捉

えております。いずれに対しまして市民バス、福祉バス、それぞれの目的や役割も頭に置

きながら、福祉バスにおきましては、最少利用人数を変更したことに伴いまして、利用が

増えていることもございますので、団体の利用に支障をきたさないことを考慮しながら、

その利活用につきましては、引き続き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 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは福祉バスについてもう 1問質問します。バスの利用の稼働率が下がる 12月から

4月まで、仮に新しい事業を行うとした場合に、月平均どのくらいのバスの利用が可能と考

えられているか。試算で結構ですのでお答えください。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 12 月から 4 月までの期間についてでございますが、ちょうどこの時期は、ふれあい温泉

施設行きの臨時運行を実施してございまして、その時期と重なっております。ふれあい温

泉施設行きの回数が、24年度以前と 25年度以降で違っている関係がございますので、平成

25年度と今年度 26年度、2年間の平均でお答え申し上げます。12月は、年末の休業期間を

除いて計算いたしますと平日で 5.5 日、それから土曜日、日曜日、祝日などを含めた休日

が 5.5日、1月は年始の休業期間を除きまして平日で 3.5日、休日が 5.5日、2月は平日が

2.5日、休日が 6.0日、3月は平日が 8.5日、休日が 8.0日、4月は平日が 6.0日、休日が

7.5日となっております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 最後に、今のお話からいきますと、平日で空いている月とそうでもない月があることは

わかりました。先ほど木下課長がいいました、総務課で持っている市民バス、これも 1 つ

の利用する手ですよとありましたので、最後にこの点をお聞きいたします。いずれにしま

しても、市の様々な事業でその事業効率を上げることからいくと、市民の運ぶ足をどうす

るか。こういうことが 1 つ大事なのだろうと思っております。それからいきますと、福祉

バスは福祉バスの目的がありますのでそれからいくと、仮に特定健診やがん検診で札幌に

行く、または新しくできる保健センターに市民を運ぶ、これは市の事業の効率を成果を上

げることに直結するわけですから、そういうことからいくと、今後のその辺の使い分けで

すね、市民バスを利用するのがいいのか、福祉バスの拡大利用をするのがいいのか、この

辺は庁内でよく検討していただきたいと思うのですが、これに対して最後見解をお聞きし

て終わりたいと思います。 

 

立崎委員長 

 木下課長。 

 

木下福祉課長 

 現状で考えますと、先ほどお答え申し上げましたように、市の主催事業は市民バスでと

なりますが、全体の空き状況なども少し確認、調査いたしました上で、福祉バスにおける

要綱の改正などが必要かどうか、検討してまいりたいと考えております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 いずれにしましても市の事業成果が上がるように、福祉バス、市民バスの使い道をぜひ

庁内でよくご検討していただきたいと要望して 1問目終わります。 

 2 つ目にいきます。輪厚工業団地の企業誘致活動について、平成 26 年度までに輪厚工業

団地の販売は 6社、8区画が契約され、既に 2社が操業を開始しました。輪厚工業団地の販

売と企業の立地、操業が予定通り進むかは、まちづくりにも大きな影響を与えます。企業

の操業による税収の増加、地元の雇用拡大、従業員等の市内への定住促進などが期待され

ています。輪厚工業団地の販売完了の平成 31年度を考えると、この 2年間が私は大事であ

ると考えます。消費税が 8％から 10％に上がるのが 2017年 4月で 2年後に迫っております。

このことから以下質問をいたします。 

1点目、今後の誘致活動のターゲットは首都圏なのか、また中京圏なのか、どちらに力を

入れていくのかお聞きいたします。 
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2点目は名古屋の老舗製薬メーカーが立地を決めました。名古屋市が周辺への企業の影響

も大きいことから、中京圏での企業誘致、例えば名古屋市に北広島市駐在所を置き、職員

を常駐させるなどの方策を考えるべきではないかと思いますが、市長の見解をお伺いいた

します。 

 

立崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 輪厚工業団地についてでありますが、今後の企業誘致活動につきましては、南海トラフ

地震対策としての企業のリスク分散のニーズに対応して、関西・中部圏域に重点を置くほ

か、最近、物流関係企業の設備投資が活発化している、首都圏企業の誘致活動にも力を入

れてまいりたいと考えております。 

次に、名古屋市への拠点設置と職員常駐についてでありますが、土地開発公社には、販

売業務に精通した職員を配置するとともに、大手企業にも販売業務を委託しているところ

でありますので、今のところ考えていないところであります。今後も、企業が持っている

ネットワークを最大限に活用することで、対応してまいりたいと考えており、昨年からは、

委託企業の中京圏支店を持つ地場企業の情報をもとに、事前に営業可能企業を絞り込み、

職員も同行し現地訪問する、連携体制で取り組んでいるところであります。以上でありま

す。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

それでは再質問いたします。今、答弁で物流関係企業の設備投資が、活発化という話が

ありました。市として具体的にはどのような動きを捉えているのか。 

 

立崎委員長 

 藤木経済部次長。 

 

藤木経済部次長 

 それでは再質問にご答弁申し上げます。物流企業の動きについてでありますが、今、物

流業界では従来の倉庫という形から、先進的な物流施設へのニーズが広がる流れといいま

すか、そういう動きが出てきています。本来の物流の形態が変化してきたと言われており

ます。例えば、ネット通販の取扱い拡大によりまして、物流拠点の整備を進めるなど、今
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までの物流拠点を見直したり、または物流を効率化したい企業は、最新鋭の物流施設に移

行するなど、大型で高機能の物流施設を求める動きが強まってきておりまして、物流施設

の投資を拡大する動きが目立ってきております。そのような要因がございまして、新たな

拠点となる施設の整備ほかに、立地場所につきましても、これまでの首都圏を中心とした

大都市圏だけではなく、災害へのリスク分散のニーズに対応して、地方にも目が向けられ

るようになってきたなど、全国的な設備投資など、企業の動きが活発化しております。輪

厚工業団地もこれらの動きに連動するように、今年に入ってから、企業から現地での分譲

地の確認を含めて、問い合わせ件数も増えてきておりますことから、企業誘致がさらに進

むことを期待しているところでございます。以上です。        

 

立崎委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 2 点目として、すでに、操業開始し立地が決定している医薬品業界への働きか

けを、市として今後強化しようとしているのか、その方向性についてお聞きします。 

 

立崎委員長 

 藤木次長。 

 

藤木経済部次長 

 ただいま再質問ございました、医療関係企業の誘致についてですが、藤田委員のおっし

ゃったとおり、本州から医療関係の企業 2 社が進出決定したことで、それぞれの本社が立

地する本州周辺の地域においては、また進出企業とのお付き合いのある取引企業には反響

や PR効果が期待されます。輪厚工業団地への、企業誘致の弾みになるものと期待を持ちな

がら、これまでの関連企業への情報収集や広報活動など、企業誘致をしているところござ

います。今後も医療関連企業の誘致対象、つまり重点企業のひとつとしてさらに、引き続

き誘致活動に努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 

 今、新聞等では春闘で大手企業を中心に大幅な賃上げ等々もあって、企業からいくと設

備投資のチャンスなのだろうと思いますので、先ほども言いましたが、消費税が 10％に上

がる前までに 1 つの大きな山場だと思いますので、ぜひとも販売に全力をあげていただく
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ようお願いして、これは要望として終わりたいと思います。 

最後に、入学前の準備金の支給について質問させていただきます。福岡市は 2015年度に

公立の小中学校に入学する子どもがいる家庭への就学援助のうち、入学準備金の支給時期

を現行の 7 月以降から入学前の 3 月中旬頃に前倒しすることにしました。市教育委員会に

よると、1月末まで 3,176人分の申請を受けており、対象世帯から喜ばれております。政令

指定都市としては全国で初めてとなります。入学準備金の支給対象は、子どもが市立また

は国、県立の小中学校へ入学する予定だが、生活保護の停止など、経済的な理由で制服や

ランドセルなどに掛かる費用が捻出できない世帯に、支給額は子ども 1人につき小学校が 2

万 470円、中学校が 2万 3,550円、2013年度には全体の 2割を超す 2万 7,055人が準備金

を受給していました。しかし、現行制度では申請手続きをした後、各家庭に支給される時

期が 7 月以降だったため、必要な学用品を買えないまま、入学式を迎える子どもがいまし

た。今回対象世帯で準備金の申請をしていない場合でも、3月に手続きをすれば 5月中旬頃

に受給できるようになっています。本市でもこのような措置を取ることによって、対象と

なる家庭に安心して入学の準備ができるように取り組むべきと考えて、以下質問いたしま

す。 

1点目は、当市の入学準備金の支給対象者は小学生、中学生でそれぞれどれくらいになる

のか。また入学準備金はそれぞれいくらになるのか教えて下さい。 

2点目、福岡市の方式を取り入れるには、本市としてどのようなことを整理しなければな

らないのか、教育長の見解をお聞きします。以上で 1回目の質問終わります。 

 

立崎委員長 

 吉田教育長。 

 

吉田教育長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。就学援助についてですが、新入学用品費につ

きましては、本年度、小学生 120名、中学生 126 名に対し、小学生には 1万 9,900 円、中

学生には 2万 2,900円を支給しております。 

次に、入学前の支給につきましては、本市ではこれまでも保護者負担の軽減を図るため、

4月中に支給しているところであります。平成 27年度から前年度の 3月に支給するとして

いる福岡市では、支給対象要件である保護者の所得状況について、平成 25年度中の収入を

もとに算定する平成 26 年度の住民税所得割額を判断基準としていることから、1 月中に申

請することが可能となります。一方、本市では、直近の生活状況を反映させるため、平成

26 年中の収入を基準としており、申請が可能となる時期が、多くの場合、3 月の確定申告

終了後となるため、3月中に支給することは難しいものと考えております。今後とも、でき

るだけ早い時期に支給できるよう、事務の効率化等に努めてまいりたいと考えております。

なお、生活保護を受けられている方につきましては、3月に新入学用品費を含む保護費が支
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給されることとなっております。以上であります。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。    

 

藤田委員 

それでは再質問いたします。まず 1 点目、就学援助を受けている世帯で、翌年度に前年

度に比べて収入が増えたため就学援助の対象とならなくなる世帯は何件くらいあり、その

率はどれくらいなのか。とりあえず今年度の比率でご説明を願いたいと思います。 

 

立崎委員長 

 櫻井学校教育課長。 

 

櫻井学校教育課長 

 藤田委員の再質問にお答え申し上げます。平成 26 年に非認定となった者のうち平成 25

年に認定されていた者は、小学校で 35名、中学校で 16名の計 51名でありまして、全認定

者に占める割合は 4.8％となってございます。ただ収入増加により自ら申請してこなかった

方も、この他にいるものと推察されるところであります。以上であります。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 2点目質問します。福岡市の取り組みは政令市では全国初となり、今後私は全国に広がる

ものと思っております。今回、福岡市は 12月の補正予算で対象者の 3割程度の申し込みを

想定しておりましたが、今年 1 月の締め切り時点で 5 割の申し込みがありました。やはり

入学前に準備金が使えることは大きな反響があったと思われます。この制度を導入してい

るのは、現在では石川県白山市と福岡市の 2 市だけです。小学校、中学校、共に入学準備

金ということですが、4月からは別の形で生活困窮者自立支援法が施行することもあり、低

所得者の方には、さらなるきめ細かな対応が求められると私は思っております。先ほど教

育長の答弁にもありましたが、現在、生活保護受給者の方には、3月に新入学用品費を含む

保護費が支給されております。支給対象要件の保護者の所得状況について、これに対して

は福岡市の方式を取ることにおいては様々な問題があると承知しておりますが、そういっ

た先ほどの話からいきましても、次年度に就学援助の入学準備金、就学援助自体の対象か

ら外れる方は 5％にも満たない、そういうことを考えますと、ここは政治判断として福岡市

のような方式を導入してはと思いますが、再度見解をお聞きしたいと思います。 
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立崎委員長 

 櫻井課長。 

 

櫻井学校教育課長 

 藤田委員がおっしゃいましたとおり、現在、福岡市と石川県の白山市が 3 月に支給を実

施しているのは承知しております。両市とも、先ほど教育長答弁で申し上げましたとおり、

前々年度収入を判断基準としていることから、当市の、直近の生活の状況を十分に把握し

て支給の可否を判断することについては、継続したいと考えております。今、藤田委員が

おっしゃいましたとおり他自治体での実施方法ですとか、実施の状況、こちらについて調

査をしてまいりますが、現在のところ 3 月に支給することは難しいと考えております。以

上でございます。 

 

立崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後になりますが、これは要望としておきます。本市は高校生の奨学金、給付という形

で支給して、これは管内でも非常に高い評価を受けております。そういう意味では小学生、

中学生、高校生に対して学ぶ、またそういう方に対しての支援は手厚いだろうなと思って

おりますが、こういった入学準備金ひとつとっても、これは福岡市も白山市も当然ですが、

これは対象者に自動的に、入学準備金の手続きをするのではなくて、あくまでも申し込み、

希望者、そういうふうに 3 月中にどうしても用意したいという人だけに、受け付ける制度

でありますので、それが 1 つの例でありますが、福岡市で 5 割の人が申し込んだというこ

とからいけば、全国から見ても同じような状況ではないかなと思っております。そう意味

で、所得の確定の判断は難しいものがあると思いますが、ぜひとも教育に優しい、また教

育のために寄与する、当市として何分ご検討いただくことを要望して終わりたいと思いま

す。 

 

立崎委員長 

以上で、藤田豊委員の総括質疑を終わります。 

以上で総括質疑を終了いたします。 

討論及び採決を行います。 

初めに、議案第 17号、平成 27年度北広島市一般会計予算の討論を行います。 

通告がありますので、発言を許します。 

永井桃委員。 
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永井委員 

 それでは私は、2015年度一般会計予算案に反対の立場で討論いたします。 

安部政権は消費税を 8％に増税した上、介護報酬の大幅引き下げなど、社会保障費を削減

し、市民生活を一層困窮化させようとしています。2015 年度の政府予算案は、社会保障や

教育を切り捨てる一方で、大企業への減税を進めて、日本を世界一企業が活動しやすい国

にすることを目指し、労働者派遣法の撤廃や残業規制の撤廃、派遣労働の拡充など、働く

人たちの生活を一層厳しくさせ、そのうえ日本の農業を壊す TPP 参加を強行し、北海道経

済の停滞、悪化を招いている結果となっております。また史上最高額の軍事費を組み、戦

争する国づくりに突き進み、過去の歴史を振り返ろうともしない姿勢は、世界の国々から

も、批判の声があがっております。 

こうした中で地方自治体に求められることは、憲法 25 条を暮らしに生かすことであり、

地方自治法に謳われているように、福祉の増進を目指す地方行政であります。本市におい

ては、約 6万人の市民が、安心して暮らし続けることができる施策の充実であります。 

本市の 2015年度予算案は、新庁舎建設や学校校舎の大規模改修など、大型公共事業費が

盛り込まれており、2014年度に比べて、一般会計で 20億円も多い大型予算が提案されてお

りますが、中身は本当に住民のための予算となっているでしょうか。いつ起こるかもしれ

ない冬場の大地震災害に対する対応は、大幅に遅れております。福祉避難所の設置も、よ

うやく取り掛かり始めたところであります。高齢者が安心して暮らし続けることができる

体制は、整えられているでしょうか。バスの便は悪く、買い物に不自由な状態が、改善さ

れる見通しは立てられているのでしょうか。生活バス路線の見直しを求める市民の声は、

常に私たちの元にも寄せられている状況であります。除排雪対策など、冬場も安心して、

外出や日常生活を送ることができるようになっているでしょうか。介護保険料が、大幅に

値上げされてしまいます。約 200 名の入所待機者が存在する状況の中で、特別養護老人ホ

ームの新設計画が立てられていないのが、市民の願いに真摯に向き合っていないことにな

らないでしょうか。子育て世代の国保税の値上げは、根拠のない値上げであり、逆に 1 億

円を原資に国保税の引き下げができたのではないかと、私たちは考えております。家計の

負担が大きい子育て世代への助成などを充実させ、子育てに最適なまちづくりを進めてい

くことは、人口減少の歯止めにも欠かせないものであります。ごみ処理広域化の計画も、

全くいい加減な中身となっているのではないでしょうか。広域化で建設される焼却施設が

完成すると、生ごみ分別処理を推進させている意味がなくなってしまい、分別処理に逆行

することになるのではないでしょうか。 

これらのことから、北広島市民の福祉、社会保障の増進に繋がらず、国の暴走、強行政

策への防波堤となっていない 2015年度予算には、反対せざるを得ないことを申し上げ討論

といたします。 
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立崎委員長 

 武田隆委員。 

 

武田委員 

 会派平政会を代表して平成 27年度一般会計に対し、賛成する立場から討論をいたします。 

平成 27年度は第 5次総合計画の前半を締めくくり、そして上野市長にとっても 3期目の

折り返しの年になります。当初予算の内容を見ますと、市長が掲げた笑顔あふれるまち、

着実な成長を目指して全力投球、この言葉どおり、6つのまちづくり政策について、目指す

都市像の実現に向けた予算編成となり、上野市長の強い思いを感じているところでありま

す。 

新年度予算は一般会計で 242 億円と過去最大規模になりました。これは新庁舎建設と学

校施設の大規模改修などが大きな要因であります。長年の懸案であった新庁舎がやっと本

格的に動き出します。市民、そして市職員にとっても待ちに待った着工であります。保健

センターや子育て支援センターを備えた複合施設として、市民に親しまれる施設となるよ

う願っております。 

また、学校施設の改修、耐震化は今までに計画的に取り組まれてこられ、27 年度の緑陽

中学校をもって、市内全ての小中学校の耐震化が 100％になります。平成 25 年度末の全道

平均値が 83％であり、当市の子どもの安全安心への取り組みは大きく評価できるものと思

っております。さらに私の地元、西の里ファミリー体育館の改修事業も予算化され、これ

で議員としても、地元要望に 1つ応えられたものと安堵しております。 

これらハードな事業が目立つ予算ではありますが、その一方で、子ども医療費の助成拡

大や学童クラブの拡充、保育定員の拡充に向けた支援、さらに特別支援教育の推進など、

子育て環境、教育環境の充実にも取り組まれており、市長が公約して掲げた 38の施策に対

して 35の施策が実を結び、上野市長の強い実行力を感じているところであります。 

全国的に少子高齢化が進む中、地域の活性化に向け、社会情勢の変化と新たな課題に対

応すべく、これまで以上に市民の声に耳を傾け、そして市役所職員も英知を振り絞ってい

ただき、次代を担う子どもたちや市民が、将来にわたって安全で安心して暮らせる笑顔あ

ふれるまちづくりに向け、取り組んでいかなければなりません。 

今後も、上野市長の着実な行政運営に大いに期待をし、平成 27年度一般会計予算に対し

て、賛成するものであります。 

 

立崎委員長 

 ほかにございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 
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立崎委員長 

これで討論を終わります。 

議案第 17号、平成 27年度北広島市一般会計予算を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

立崎委員長 

起立多数であります。 

議案第 17号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、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の討論を行い

ます。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

立崎委員長 

討論なしと認めます。 

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を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

立崎委員長 

起立多数であります。 

議案第 18号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、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の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

討論なしと認めます。 

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を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

立崎委員長 

起立全員であります。 

議案第 19号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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次に議案第 20号、平成 27年度北広島市霊園事業特別会計予算の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 20号、平成 27年度北広島市霊園事業特別会計予算を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

立崎委員長 

起立全員であります。 

議案第 20号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に議案第 21号、平成 27年度北広島市介護保険特別会計予算の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 21号、平成 27年度北広島市介護保険特別会計予算を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

立崎委員長 

起立多数であります。 

議案第 21号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に議案第 22号、平成 27年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

討論なしと認めます。 

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を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

立崎委員長 

起立全員であります。 
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議案第 22号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に第 23号、平成 27年度北広島市水道事業会計予算の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 23号、平成 27年度北広島市水道事業会計予算を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

立崎委員長 

起立全員であります。 

議案第 23号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

お諮りいたします。 

当委員会の審査の経過と結果の報告につきまして、正副委員長に一任願いたいと思いま

す。 

ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

立崎委員長 

ご異議なしと認めます。 

委員会の審査報告については、正副委員長に一任と決しました。 

以上で、当委員会に付託された案件の審査は、すべて終了いたしました。 

これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

ご苦労様でした。 

 

 

午後 2時 53分終了 

 

委 員 長 


