
平成 30年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 30年 3月 7日（水）   午前 9時 58分から午後 3時 23分 

 

2 開 催 場 所      庁舎 5階本会議場 

 

3 出 席 委 員   尾崎委員長、田辺副委員 

野村委員、島崎委員、橋本委員、谷浦委員、稲田委員、藤田委員、 

大迫委員、木村委員、小田島委員、坂本委員、川崎委員、鈴木委員、 

中川委員、鶴谷委員、板垣委員、永井委員、山本委員、滝 委員 

國枝委員 

 

4 欠 席 委 員   なし 

 

5 委員外議員   佐藤議長 

 

6 市側出席者 

企 画 財 政 部 長  川 村 裕 樹   総 務 部 長  福 島 政 則 

市 民 環 境 部 長  高 橋 直 樹   保 健 福 祉 部 長  中 屋  直 

子育て支援室長  千 葉 直 樹   建 設 部 長  駒 形  智 

経 済 部 長  藤 木 幹 久   会 計 室 長  佐 々 木  伸 

企 画 課 長  橋 本 征 紀   まちづくり担当参事  熊 田  仁 

政 策 広 報 課 長  平 澤  肇   財 政 課 長  佐 藤  亮 

都 市 計 画 課 長  平 川 一 省   総 務 課 長  杉 山 正 一 

職 員 課 長  佐 藤 直 人   行 政 管 理 課 長  安 田 寿 文 

秘 書 課 長  岡  謙 一   税 務 課 長  米 川 鉄 也 

防災・庁舎建設課長  及 川 浩 司   保 険 年 金 課 長  渡 辺 広 樹 

子育て支援室保育課長  高 橋 陽 子   建 築 課 長  中 島 秀 男 

土 木 事 務 所 長  新 田 邦 広   契 約 課 長  川 口 弘 恭 

会 計 課 長  広 田  律 

 

教 育 部 長  水 口  真   教 育 部 次 長  佐 藤 直 己 

 

監査委員事務局長  川 合 隆 典   監査委員事務局次長  川 口 昭 広 

 

総合計画・男女共同参画・市民参加・市民協働担当主査   柴  清 文   行革・政策評価・広域行政担当主査  高 嶋 真 一 
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まちづくり担当主査  村 上 清 志   シティセールス・ホームページ・統計担当主査  山 本 真 伸 

広 報 担 当 主 査  松 下 慎 司   緑・都市景観担当主査  川 口 芳 幸 

税務係担当主査  宮 下 照 太 郎   市民税担当主査  永 坂 隆 之 

資産税土地担当主査  澤 井 大 輔   資産税家屋担当主査  但 馬 広 宣 

管 理 担 当 主 査  吉 川  進 

 

7 事 務 局    事 務 局 長  仲野 邦廣   書       記  金田 周 

   書       記  永澤るみ子   

 

8 傍 聴 者    3名 

 

9 案   件    議案第 21号 平成 30年度北広島市一般会計予算 

議案第 22号 平成 30年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 23号 平成 30年度北広島市下水道事業特別会計予算 

議案第 24号 平成 30年度北広島市霊園事業特別会計予算 

議案第 25号 平成 30年度北広島市介護保険特別会計予算 

議案第 26号 平成 30年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 27号 平成 30年度北広島市水道事業会計予算 

 

 

議事の経過 

 

尾崎委員長 

 おはようございます。 

ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

本日の日程は配布済みの審査方法等協議資料に記載のとおりでございます。各委員にご

協力をいただき、日程どおり審査を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

審査に入ります前に質疑の方法について確認いたします。質疑は提出いただいた通告に

のっとり行っていただきます。回数は 3 回までとします。質疑の順番は挙手いただき、委

員長が指名した順とします。総括質疑を行う場合には留保する必要がありますので、その

旨を発言されるようお願いいたします。また簡潔な質疑、答弁をお願いいたします。 

傍聴の取り扱いについては申し合わせにより許可をいたします。 

議案第 21号 平成 30年度北広島市一般会計予算、 

議案第 22号 平成 30年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算、 

議案第 23号 平成 30年度北広島市下水道事業特別会計予算、 
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議案第 24号 平成 30年度北広島市霊園事業特別会計予算、 

議案第 25号 平成 30年度北広島市介護保険特別会計予算、 

議案第 26号 平成 30年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算、 

議案第 27号 平成 30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。 

初めに一般会計予算の歳入の質疑を行います。山本委員。 

 

山本委員 

 まず一般会計の歳入について質問いたします。市税の固定資産税及び都市計画税ですけ

れども、固定資産税で 2,700 万円ほど、都市計画税で 455 万円ほど、本年度は減額の見込

みになっているわけですけれども、固定資産に関連する税ということで類似性があると思

うのですが、これについては減額されていますけれども、その理由をお尋ねしたいと思い

ます。 

もう 1つは 29年度の収入決算見込み、これと関連して来年度の収入の予算を、歳入を作

っていると思うのですが、その決算見込みについて教えていただきたいと思います。 

2 点目は同じく予算書 14 ページの市税全般ですけれども、介護保険料の歳入を見ると、

債権一元化の効果は、介護保険料等は増額になっていると資料に書いてあるのですが、そ

うしますと市税等でも債権一元化で増収が見込めるのではないかと思われるのですが、こ

の債権一元化の効果はどの程度反映されてきているのかをお聞きしたいと思います。 

3 点目は予算書 24 ページ、国庫支出金の地方創生推進交付金についてですが、国の来年

度予算内容を見てみますと、地方創生関連の見直しがかなりかかっておりまして、増えて

いる分野があるのですが、こうした国の交付金について、昨年度の交付金と比較して内容

の面でどのような変化が現れているのかということ、それから今後の国の交付金の見通し

をどう押さえているのかをお聞きしたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 米川税務課長。 

 

米川税務課長 

 まず初めに固定資産税、それから都市計画税の減額についてお答え申し上げます。今回

の予算につきましては、3年に 1度の評価替えの年となりまして、土地については地価の上

昇が出始めたことから、前年度の当初予算と比較しまして 1,234 万円の増額計上をしまし

た。それから償却資産においても 1,352 万円の増額を計上させていただきましたが、家屋

に関しましては経年劣化に伴う価格の見直しにより、前年度当初予算比で 4,910 万 2 千円

の減額ということで、固定資産税全体で 2,720 万 7 千円ほどの減額となりました。都市計

画税につきましても同様の理由で 454万 9千円の減額となっております。 
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次に平成 29 年度の収入決算見込みについてですが、固定資産税が約 33 億 4,800 万円、

それから都市計画税が約 5 億 8,100 万円見込んでおります。これに対する今回の予算額で

すけれども、固定資産税でいきますと 1 億 1,900 万円ほどの減、都市計画税では 1,800 万

円ほどの減額となっております。 

次に債権一元管理の効果についてでありますが、平成 29年 6月より強制徴収公債権の保

育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納繰越分について税務課で管理、徴収する

ということで、移管を受けてスタートしました。準備段階から担当課等の連携も図り、昨

年度の３料全体の収納率が 21.1％でしたが、これに対して 2月末現在の収納率が 24.1％と

なっており、一定の成果を上げていると考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 山本委員のご質問にお答え申し上げます。まず国における地方創生推進交付金の取り扱

いについては、平成 30 年度は平成 29 年度と同様、国は 1 千億円を予算計上しておりまし

て、対象といたします事業分野及び地域再生計画の認定事業であることなどの要件につき

ましては、大きな変更はないものと考えております。一方でこの交付金につきましては、

地方創生の大きな動きの中で、当初、先行型ということで交付金がございました。引き続

き加速化ということで、当初は 100％というところもございましたけれども、現在は 2分の

1ということで、その辺の枠組みが大きく変化してきているのかなと考えております。今後

の交付金の見通しにつきましては、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、

平成 31 年度、第 1 期総合戦略の総仕上げの年にするとともに、5 カ年の点検を経て、第 2

期総合戦略に繋げるとしております。その中においては、一貫して地方創生の 3 本の矢と

いたしまして、情報支援や人材支援、財政支援に取り組むとしております。地方創生推進

交付金につきましては、戦略の期間であります 31年度までは継続して設定されていくもの

と考えておりますけれども、今後の国の動きを注視しながら本市の戦略について推進して

まいりたいと考えております。 

次に本市における交付金の予算の比較で申し上げますと、当初予算の比較では、平成 29

年度は 3,461万 7千円でございまして、平成 30年度は 2,136万 5千円となります。約 1,330

万円の歳入予算の減少となっておりますけれども、この大きな要因といたしましては、ま

ず立地適正化計画策定事業が終了したこと、そして平成 29年度は交付対象でありました空

き家流動化促進事業、こちらは個人給付の補助制度ですけれども、こちらは 29年度限りと

いうことで認定を受けておりまして 30年度は対象外になっている、こういったことが挙げ

られます。以上でございます。 
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尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 再質問させていただきますが、固定資産税については家屋の評価替えで減になっている

ということで、古い建物が多くなってきているのだろうと思うのですが、そういう点で、

輪厚の工業団地ではかなり建屋が建ってきていると思うのですが、輪厚工業団地の固定資

産税の収入状況はどうなっているのでしょうか。もう 1 つは、この評価替えでかなり下が

ったということですが、今後の固定資産税等の収入見込みについてはどうお考えになって

いるのか。それから債権一元化の効果がかなり出てきているとのことですが、債権一元化

の今後の取り組みの方向について教えていただければと思います。 

それからもう 1 つ、交付金ですけれども、31 年度までは当初第 1 期計画ということで確

保できる見通しなのでしょうが、第 2 期の総合戦略の見直しが 31 年度までとなりますと、

30 年度あたりからそろそろ検討していかなければならないと考えるわけですが、その辺の

戦略の策定の考え方について教えていただければと思います。 

 

尾崎委員長 

 米川税務課長。 

 

米川税務課長 

 ただいまのご質問にお答え申し上げます。まず輪厚工業団地における固定資産税、都市

計画税ですが、平成 30 年度で 9,804 万 4 千円、平成 31 年度で約 1 億 8,900 万円、平成 32

年度で約 2 億 6,700 万円を見込んでおります。それから輪厚工業団地も含めました今後の

固定資産税、都市計画税の収入見込みでございますが、先ほども申し上げましたが、3年間

は、大きく変わることがないものですから、工場それから事務所等の新築ですとか、家屋

償却資産に対する 3 年間の課税免除、これが終了した分で今後増額していくのではないか

と考えております。 

債権一元管理の今後の予定についてですが、まず今年度の状況について各課とともに課

題等を整理しまして、平成 32年度からは非強制徴収公債権であります学童保育料、市営住

宅使用料、給食費等についても一元管理するなど、拡大する方向で計画をしております。

以上です。 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 
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橋本企画課長 

 総合戦略につきましては、国では第 2 期戦略に繋げるということで大きな方向性は示し

ておりますけれども、市町村における総合戦略の考え方、位置付けについてはまだ詳細な

通知が出されておりませんので、そちらについては、国の動きをよく見ていきたいと考え

ておりますけれども、本市におきましては平成 33年度から次期総合計画がスタートする年

度という形になりますので、総合戦略で現在考えているその取り組みの方向性等々につき

ましては、当然、総合計画とも関連性を持たせながら、策定していくことになるのではな

いかと考えております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 私も関連する形ですけれども、まず市民税についてお伺いいたします。予算書 14ページ

から 15ページです。個人市民税につきまして前年度比マイナス 361万 5千円の予算になっ

ておりますけれども、緩やかな景気回復傾向であっても個人の収入増加にはならないのか、

その辺の見通しについてお伺いいたします。それから滞納繰越分についても 2,436 万 1 千

円の計上でございますが、この計上した根拠についてお伺いいたします。 

民生費の負担、予算書 18 ページから 21 ページにかけてですけれども、この中での保育

園施設型給付費等利用者負担金、いわゆる保育料の負担金ですけれども、この滞納分が 774

万 2 千円ということで、前年度の 2 倍以上の収入を計上しておりますけれども、どういう

根拠で想定されたのかお伺いいたします。 

それから同じページですが、土木使用料の市営住宅使用料の滞納分も 144 万 6 千円とい

うことで、前年度 185 万 5 千円から少し減額されておりますけれども、この辺の計上根拠

についてもお伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 米川税務課長。 

 

米川税務課長 

 板垣委員のご質問にお答え申し上げます。まず個人市民税の予算についてですが、前年

度当初予算比で 361万 5千円減額の 24億 5,181万 7千円を今回計上しております。マイナ

ス想定の理由でございますが、現年度課税分につきましては、給与から納めていただきま

す特別徴収義務者数で 250者、納税義務者数で 680名増加しておりますことから、136万円

の増額となっておりますけれども、滞納繰越分においては滞納額の調定が前年度比で 2,600
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万円減少したことによりまして、前年度予算比で 497 万 8 千円の減額となっており、トー

タルでマイナスとなりました。また、滞納繰越分の計上根拠ですけれども、現時点での調

定額に現年課税分の収入未済見込み額を加えまして、これに想定する収納率を乗じて滞納

繰越分を計上しております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 高橋子育て支援室保育課長。 

 

高橋子育て支援室保育課長 

 施設型給付費等利用者負担金滞納繰越分の積算根拠についてお答え申し上げます。先ほ

どの米川税務課長の答弁と一部重複してしますが、平成 29 年度から債権一元管理として、

施設型給付費等利用者負担金、いわゆる保育料の、滞納繰越分について税務課で一元的に

管理することとしております。税務課のノウハウを活用しまして、きめ細やかな納税相談

を実施してもらいましたところ、保育料につきましては、平成 28年度は 11％強だった収納

率が平成 29年は 1月末時点で 16％強となっておりまして、この収納実態に応じて予算の積

算を行ったところでございます。なお、予算の積算につきましては、平成 29年度は収納率

8％の想定で積算をしていたところですが、平成 30年度は平成 29年度の収納実態を踏まえ

まして、18％で積算しているところでございます。 

 

尾崎委員長 

 中島建築課長。 

 

中島建築課長 

 市営住宅使用料の滞納繰越についてお答えいたします。住宅使用料は納期内の納付が基

本でありますけれども、入居者の中には収入が少なく経済的に不安定な方も多く、一時的

もしくは長期的に滞納している世帯もあります。この滞納者に対しては、滞納の状況です

とか支払いのお願いについて文書を毎月郵送するとともに、長期的な滞納者とは直接面談

をして滞納が解消されるよう努めているところでございます。面談においては、まず現年

分の住宅使用料を毎月納めていただくとともに、過年度分については生活に大きく支障を

及ぼさない範囲での支払い方法について相談するなど、面談を通して滞納解消に向け努め

ていただくようお願いしているところでございます。ご質問の滞納繰越分の金額につきま

しては、このような面談により納期限を過ぎて支払われた昨年度までの金額や収納率を参

考としまして、歳入予算として計上したものであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 
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板垣委員 

 滞納繰越分の収入ですけれども、2016 年度の収入未済が 1 億 1,400 万円くらいだったと

思うのですが、それがさらに 2,600 万円くらい減るという見通しの下にということでしょ

うか。それであればわかりました。 

保育料の滞納ですけれども、かなり改善されてきているということでは良かったなと思

いますけれども、それにしてもやはりまだ滞納割合は高い状態かなと思いますけれども、

なぜ滞納されているのか、どういう方々が滞納されているのか、その辺を把握されていま

したらお伺いいたします。 

それから市営住宅についてもやはり収入未済が高いという、調定額に比べまして大体

20％ぐらいということですが、それをさらに少なくしていくための方策は考えていらっし

ゃるのかどうかお聞きします。 

 

尾崎委員長 

 高橋子育て支援室保育課長。 

 

高橋子育て支援室保育課長 

 お答え申し上げます。保育料の滞納の傾向についてでございますが、平成 28年度の滞納

につきましては、保育料が月額 3万円前後の世帯が多い傾向があると把握しております。 

 

尾崎委員長 

 中島建築課長。 

 

中島建築課長 

 住宅使用料の収入未済が多いということで、さらに少なくしていく方策でございますけ

れども、先ほども申しましたが、入居者の方々は経済的に不安定な方が多いということで

ございまして、滞納の徴収にはかなり神経を使っている状況でございます。また、市営住

宅は民間と違いましてやはり福祉的な役割もございますので、一概に払いなさいというこ

とも言えませんので、やはり先ほどの繰り返しになりますけれども、面談をしながら払っ

ていただくように努めているところでございます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

丁寧な対応をお願いいたしまして、質問終わります。 
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尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 項目が多いので簡潔にお聞きしたいと思います。5点質問いたします。最初に歳入で市民

税 14ページ。先ほど山本委員から固定資産税と都市計画税の質問ありましたので、それは

省いて、法人税の増加の内訳と今後の見通しについて詳しく解説をお願いします。 

地方消費税、16ページ。2018年度から都道府県の地方消費税の見直しがあり、新聞報道

によりますと北海道で 2 億円減るとの報道があったところでありますが、本市の予算を見

ますと 1 千万円の増加と見込んでおります。これはどのような計算でこのようになったの

か、ご説明願います。 

駐車場利用納付金、43 ページ。今年度は 2,165 万円を計上して、前年度は 1,830 万円い

うことで、増加を見込んだ理由はどのような分析だったのか、ご説明願います。 

これはページ数ございませんが、本年度決めました財政運営指針との整合性についてお

聞きします。今年度、総務常任委員会に示されました北広島市の財政運営指針 2017を見ま

すと、4つの目標が掲げられております。目標 1、計上収支比率 90.6％以下、目標 2、実質

公債比率 5.0 未満、将来負担比率 100％未満、目標 3、基金残高の長期的な目標 37 億円、

積立額毎年度 1 億 7 千万円、5 年間で 8 億 5 千万円、目標 4、市債借入額毎年度 11 億円以

内、5 年間で 55 億円以内という目標を示されて、今年度の予算編成で、これに対してどの

ような取り組みがされて予算を組んだのか、そこの解説をお願いします。 

これもページ数ありませんが、日銀のマイナス金利と本市への影響、公債費において日

銀のマイナス金利の本市への影響はどのようになっているのか、具体的なご説明をお願い

します。 

 

尾崎委員長 

 米川税務課長。 

 

米川税務課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。法人市民税の増額の内訳と今後の見通しにつ

いてですが、平成 29年度は国の法人税の減額等の影響がありましたが、30年度は輪厚工業

団地を中心にいくつかの大手企業の本格稼動と緩やかながら企業の業績回復等により、前

年度予算比で 1 億 1,523 万 5 千円増の 7 億 2,939 万 8 千円を計上いたしました。具体的な

内訳としましては、法人市民税は 2 つございまして、まず均等割で 600 万円ほど、法人税

割では 1 億 900 万円ほど増額になっております。これが増額の内訳となります。また、今

後の見通しにつきましては、今回のように進出企業による本格稼働ですとか、個人消費の
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拡大によりまして企業の業績等の向上、こういった増額要因があれば上向きとなりますが、

前回のように、国において法人税の減額等の減額要因がかなり大きな場合には、どうして

も下向きになってしまうと考えております。 

 

尾崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 私から 3 点、地方消費税の関係と財政運営指針、それからマイナス金利の関係について

お答え申し上げます。まず地方消費税交付金の関係についてですが、平成 30年度から地方

消費税の精算基準が見直されることに伴いまして、各種報道によりますと、この影響によ

り北海道の税収が道内の市町村分を含めて約 2 億円減少となる見込みと報道されておりま

す。ただこの減収分 2 億円については、北海道の消費税の税収全体で約 2 千億円ありまし

て、その 0.1％にすぎませんので、軽微な枠にとどまっていることから、影響はそんなにな

いと考えております。また、平成 30年度の国の地方財政計画におきましては、地方消費税

の伸び率につきまして生産基準の見直しが行われるため、自治体の伸び率は団体ごとに一

律ではないとしながらも、景気の回復傾向もあるのか、道府県、市町村ともに前年度から 3％

伸びる見込みと示されております。このことから、本市におきましても前年度当初予算か

ら微増となる 0.8％増、1 千万円増の 12 億 4,900 万円を今回計上したものでございます。

なお、北海道の平成 30年度当初予算におきましても、精算後の地方消費税について、前年

度から 1.8％増となる予算計上を行っているところでありまして、整合性は取れているのか

なと考えております。 

続きまして財政運営指針の関係でございますけれども、持続可能で健全な行財政運営の

推進を図るため、昨年 10月に策定しました財政運営指針、おっしゃいますように経常収支

比率と健全化判断比率、基金残高、市債借入額の 4つの目標を定めまして、平成 30年度の

予算編成におきましては財政運営指針に掲げる、これ 5年後を一応目安としていますので、

その目標数値達成を念頭に置きながら、建設事業の平準化などを図って予算編成を進めて

きたところであります。平成 30年度予算における各目標の状態につきましては、まず経常

収支比率につきましては 5 年後の目標値 90.6％未満に対し、平成 30 年度の予算上では

92.7％となっておりますが、景気の緩やかな回復傾向を受けた市税、地方交付税、譲与税、

交付金等の一般財源が今回増加する見込みで計上しておりますので、平成 28年度の決算値

の 93.6％、こちらと比べますと 0.9％改善しているところでございます。次に基金残高で

ございますけど、平成 30年度の予算編成におきましては、財源対策としまして財政調整基

金、減債基金、あわせて 3 億円の取り崩しを見込んでおりますことから、5 年後の目標額

37億円が総額ということで目標を立てましたが、平成 30年度末では一般会計で約 15億円、

特別会計も含めると約 20 億円の見込みとなっております。ただ今回の平成 29 年度の補正
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予算で提案させていただいておりますけれども、こちらで決算見込み状況を踏まえて 1億 7

千万円を積み立てることとしておりますので、積み立ての目標は 29年度予算上は一応達成

するということで、平成 30年度におきましても予算を執行していく中で、ふるさと寄付金

なども活用しながら、基金総額の確保を図ってまいりたいと考えているところでございま

す。次に市債借入額でございます。建設事業債の単年度借入目標額 11億円以内に対しまし

て、今回の予算編成では 14億 2,850万円となっておりまして、公共施設の老朽化対策に伴

う市債借入れなどにより目標額を超過しているところでありますけれども、この 14億円の

中には期間限定で交付税措置がありまして、借りておいた方が後々優位なものになる起債

というのがありまして、こちらは公共施設等適正管理推進事業債、それから緊急防災・減

災事業債というのがあるのですが、こちらが約 2億 3千万円、この 14億円の中に含まれて

おりまして、これらの活用を図ったことが借入額の増加の一要因となっております。最後

にこれらを受けた健全化判断比率の状況でございますけれども、平成 30年度予算におきま

しては、実質公債費比率は目標値 5.0％未満のところ 4.4％、将来負担比率は目標値 100％

未満のところは 121.9％となる見込みでして、実質公債費比率は目標の範囲内の数値となっ

ておりますけれども、将来負担比率については先ほどご説明しました市債残高の増加や基

金の減少に伴い、数値が上昇しているところであります。今後の予算執行にあたりまして

は歳入の確保と経費の節減に努めまして、決算を迎える段階におきましては、財政運営指

針に掲げる 5 年後の目標を無事達成に寄与できるよう財政運営を進めてまいりたいと考え

ております。 

最後、日銀のマイナス金利の導入の影響でございます。市債借入れの関係でいきますと、

平成 28年 2月にマイナス金利導入されて 2年経ちました。貸出金利につきましては下げ止

まり傾向は見えてはいるのですが、マイナス金利導入前と比べますと引き続き低い水準で

金利が推移しているところでございます。例えば政府系の財政融資の金利の動向を見ます

と、20年の 3年据え置きという条件で借り入れる場合ですと、平成 28年 1月のマイナス金

利導入発表前では 0.6％の金利でしたが、平成 27年度債の借入れ時、これは 28年 5月にな

りますけれども、こちらではこの 0.6％が 0.1％下がりまして、平成 28年度 11月にはさら

に 0.08％となりました。これが低利の底でございまして、最新の今現在の 2 月では 0.3％

とマイナス金利導入前の水準の 0.6％と比べてかなりまだ低い状況となっており、こちら公

債費の減に寄与しているところであると考えております。具体的には、例えばマイナス金

利導入前の直近の借入れが平成 26 年度債、これが 27 年 5 月に借りたものですけれど、こ

れは政府系金融機関から約 21億円借入れしたのですが、この時の貸出金利を仮に現在の貸

出金利に置き換えて算出しますと、全体で約 850 万円元利償還額が減少している状況でご

ざいます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 
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新田土木事務所長 

 駐車場利用料金の納付金について回答させていただきます。納付金につきましては、平

成 30 年度から平成 32 年度にかけて、新たな指定管理の募集にあたりまして、管理者とし

て指定されました株式会社キタデンが作成いたしました収支計算書において提示された金

額でございます。納付金の推計につきましては、カード式、時間貸し、それぞれの過去の

実績の利用料金を基に、近隣における工事など特別な需要などを考慮して推計したものと

伺っております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問します。まず市民税に関してですが、法人税の内訳はわかりました。それで先ほ

ど山本委員から固定資産税、都市計画税の質問があったのですが、関連してお聞きしたい

のが、固定資産税の関係では減少の見通しとあるのですが、地価の路線価等々の公表では

北広島でも一部土地が上がっている地域もあると報道されておりますが、税務課で掴んで

いる状況として、市内で地価の上がったところはどこで、また上がった価格はどの程度な

のか、今後の影響はどうなのかをわかる範囲でご説明願いたいと思います。 

駐車場に関しましては、今後の見通しでさらにこの駐車場料金の増収が見込めるのかど

うか。今の利用台数等々含めて、今後の見通しがどうなのかお聞きしたいと思います。 

それから最後、財政運営の関係で、基金で 1 点お聞きします。目標 5 年で計画を立てて

おりますが、あと残りの 4 年間の中で目標の基金残高まで持っていくのに毎年均等で積ん

でいくのか、それとも年を追うごとに増やしていくのか、その辺の計画なり見通しがあれ

ばお示し願いたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 米川税務課長 

 

米川税務課長 

 固定資産税に係る地価の動向につきましてお答え申し上げます。まず市内において地価

が上昇しておりますのは大曲幸地区で、おおむね 20％程度上昇しております。それから市

内全体においては、しばらく続いていました地価の下落がだんだん下げ止まりに近い状況

になってきております。それを受けまして、西の里地区では虹ヶ丘を中心に微増となって

おりますが、そのほかの東部、団地、西部地区におきましては、横ばいから微減という動

きになっております。以上です。 
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尾崎委員長 

 新田土木事務所長。 

 

新田土木事務所長 

 駐車場の今後の見通しについて回答させていただきます。平成 18年から指定管理制度を

導入しておりまして、平成 21年からは毎年利用料、利用率が上がってきております。その

上がり方につきましては、近年は緩やかに上がってきている状況でございまして、だんだ

ん上げ幅が少なくなってきている状況にあります。しかしながら現在、時間貸しとカード

式とうまくバランスをとりながら、その隙間を埋めていくことで、まだ料金の上昇が見込

めるものと考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 基金の積み立ての関係でございます。財政運営資金では 1 億 7 千万円を毎年積んでいく

と、ちょうど 8億 5千万円で 37億円に到達するという目標を立てております。今回、補正

予算で 1 億 7 千万円を積ませていただく提案をさせていただきまして、29 年度は達成して

いることには一応予算上はなっております。1億 7千万円は一応ベースとして毎年考えてい

きたいと思いますけれども、そのときの歳入の状況、歳出の状況によりまして、ひょっと

したらもっと多く積めるかもしれないし、ひょっとしたら積めないかもしれないしという

のがありますので、年々の予算の執行状況を把握しながら、3月の補正予算のときに積立額

を随時決定してまいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 以上で歳入の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 10時 40分 

再 開  午前 10時 42分 

 

尾崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に歳出の議会費の質疑を行います。 

議会費への通告はございません。議会費の質疑を終了いたします。 
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暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 10時 42分 

再 開  午前 10時 42分 

 

尾崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に総務費のうち総務管理費の財政管理費、会計管理費、情報化推進費のうち財政情報

公開事業契約管理費、企画費の企画総務費、都市計画調査費、広報費、交通対策費のうち

生活バス路線確保対策事業、生活バス路線利用促進事業、市民生活費のうち男女共同参画

推進事業、市民協働推進事業のうち市民協働推進事業、市民参加推進事業、統計調査費、

民生費のうち児童福祉費、児童母子福祉費のすこやか子育て支援事業のうち出産祝金支給

事業、公債費、諸支出金、予備費、継続費、債務負担行為、地方債の質疑を行います。 

鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 通告書にしたがって質問させていただきます。まず市民交流広場整備事業について伺い

ます。予算書 67 ページ、附属資料 48 ページです。念願でありました新庁舎建設に伴う周

辺整備で、この事業は市民が集い交流できる場としての実施設計、そして測量委託となっ

ております。これにあたって多くの市民の声を集約するためにアンケート調査などは行っ

てきたのか、まずお伺いいたします。また本市の代表されるイベントであります、例えば

ふるさと祭り、雪祭り、酒まつりなどはこの広場を利用して行う考えなのかお伺いします。

そしてこの広場を整備するにあたっては隣接する商店街とも連携して、互いに補完しなが

ら行う考えがあるのかお伺いします。 

次に総合運動公園等整備事業についてであります。予算書 67 ページ、附属資料 48 ペー

ジであります。かねてより私は総合運動公園の整備についていろいろな角度から質問させ

ていただいております。そしてボールパーク誘致の観点ばかりでなく、以前から都市計画

に基づいて行ってきたはずの運動公園でありながら、その用地について 3 分の 2 まで買い

進めてきたけれども、残りの 3分の 1についての処理が長期間、約 50年間に渡って行われ

ず、その地権者は不平等になっていると、私は再三申し上げてきたところであります。こ

のたびようやく日の目を見ることができまして、個人的にも安堵しているところでありま

す。そのようなことからボールパークの誘致が成功また失敗にかかわらずのこの事業予算

であると私は理解しております。その全容については地権者のプライバシー、いわゆるデ

リケートな側面がございますので多くの質問は控えさせていただきますが、筆数そして面

積についてのみ、これについてはお伺いいたします。 

3番目であります。地域公共交通網形成計画策定事業並びに推進事業について一括してお
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伺いいたします。予算書 69 ページ、71 ページ、附属資料が 45 ページであります。まず計

画の目的でありますけれども、昨年 12月の総務常任委員会で説明がございましたけれども、

このときも私は今さらという考え方がどうしても拭えないのと同時に、計画期間につきま

しても平成 34年度、これから結構年数が経過していくとのことであります。どうしてこの

ような年数を要するのか疑問に感じます。これまで市民の公共交通については、団地のみ

ならず議論を重ねてきたのではないでしょうか。これらについてお伺いいたします。また、

これらの事業費は大半が報酬に充てられているようですが、その内容についてと、この事

業を計画策定と計画推進というところで分割したのは何か理由があってのことなのかをお

伺いします。 

最後に東京北広島会運営事業についてお伺いいたします。予算書 73ページ、附属資料 46

ページです。行政運営全般に渡って全てがシティセールスといっても過言ではない時代で

あると私は認識しておりますけれども、この事業についても大きな観点からシティセール

ス推進事業に包括させてもいいのではないかと私は考えております。昨年の設立総会に参

加させていただきました。今後についてもおおいに期待している 1 人であります。そこで

今後についてですが、東京北広島会のネットワークを通じて本市の農産物、特産物などを

販売していくお考えはあるのかどうかをお伺いいたします。さらに会員状況については、

各種イベントを通じてコミュニケーション作りが必須であると私は思うのですが、当初の

予算が不足した場合は、補正などで対応していく考え方があるのかどうかをお伺いいたし

ます。また、本年度のスケジュールなど把握していればお示しいただきたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 鈴木委員のご質問にお答え申し上げます。まず市民交流広場の関係でございますけれど

も、市民要望の反映につきましてはアンケートに代わるものといたしまして、昨年度、公

募市民をはじめ市内各種団体からの代表者、学識経験者などの構成によりまして、市民交

流広場のコンセプトやそれらを踏まえた整備の方向性等について市民会議を開催し、議論

を行ってまいりました。ふるさと祭りや雪祭りの開催等での活用につきましては、事務局

レベルではございますが、観光協会と意見交換を実施しているところでございます。中央

商店街等とは今後の実施設計に向けまして、別途、連携等について協議してまいりたいと

考えております。 

続きまして総合運動公園の関係でございますけれども、用地の取得に関しましては全体

で面積 10.2ヘクタール、筆数は 24筆の取得予定となってございます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 



H30.3.7【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

16 

 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 鈴木委員のご質問にお答えいたします。まず地域公共交通網形成計画及び地域公共交通

網形成計画推進事業についてお答えいたします。まず地域公共交通網形成計画につきまし

ては、本年 3 月までに案を策定いたしまして、来月 4 月にパブリックコメント、そして地

域説明会を予定しており、その後、市民参加手続き等の結果を踏まえて、協議会での議論、

そして議会への説明等を経て、6月を目処に計画を策定することとしております。計画の策

定が 6 月ということで、その際、協議会の開催を予定していることから、それに係る経費

ということで、この計画策定事業の中において、主に報償費について計上させていただい

たところでございます。次に計画推進事業に係る事業費につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、この 6 月を目処に計画を策定することとしており、策定後は計画策定事業

ではなく計画を動かしていく事業、推進事業に移行したいと考えております。計画推進事

業の中においても協議会での運営、議論が必要となりますので、まずそこに必要となる経

費を計上しております。なお計画を 6 月に策定した際には、例えば現在計画に位置付けて

いる実証調査等についても補正予算という形で計上させていただきまして、30 年度からそ

ういった動きを計画に基づいて進めていきたいと考えております。事業を分けた理由につ

きましては、繰り返しになりますけれども、計画を策定するための事業と策定した以降の

推進に係る事業ということで、策定が年度をまたがる都合上、事業を分割した形になって

おります。 

東京北広島会についてお答えいたします。東京北広島会は移住促進、人材育成、そして

企業誘致など、まちづくりにおけるさまざまな分野で首都圏とのネットワークを作るとい

うことで、昨年 12月に設立したところでございます。ここで行う事業につきましては、定

住人口の増加、あるいは魅力発信といったシティセールスの側面もあると考えております

ので、シティセールス担当部門と連携を図るとともに、今後の事業展開になりますけれど

も、市の農産物や特産物、そういったもののＰＲにつきましても農政や商工、あるいは観

光分野とも十分に連携して、その取り組みを推進してまいりたいと考えております。平成

30 年度は運営基盤の強化ということで引き続き会員の拡大に努めるほか、また秋ごろに東

京で交流会を開催したいと考えております。ちょうど明日ですが、東京に行きまして、東

京北広島会の役員とお会いして、30 年度の事業計画等について協議をする予定となってお

ります。 

 

尾崎委員長 

 鈴木委員。 
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鈴木委員 

 再質問させていただきます。市民交流広場整備事業についてですが、このコンセプトは

固まったのかどうか、私ちょっと勉強不足でわからないのですが、私、個人的には以前か

ら、イベントを行う際にはどうしても本当に経済部の方々にも多く、本当にご苦労されて

いるわけで、とにかく会場の整備とか物の持ち出し等々、整理とかそういうところに非常

に時間も労力もかかるということで、できれば常設のステージを設けていただいて、それ

らの周辺に必要な物品庫などをぜひ造っていただいて、イベントを行うときには労力があ

まりかからないような状態で、ぜひお願いしたいと思います。それでそのような考え方が

あるのかということと、これについてはもう 1 点、この整備事業にあたっては、皆さんご

存知の、名前は控えさせていただきますが、角にあと 1 軒いう所が存在しているのも事実

であります。これについて行政として、その方にいろいろな意味で、その後お話をされた

経緯があるかどうかをお尋ねいたします。 

総合運動公園整備事業ですが、先ほども申し上げましたように、本当にここだけは皆さ

んにぜひご理解いただきたいと思いますが、通告書では私を含め 4 名の方がこの整備事業

について質問することになっておりますが、この用地について、私は 50年前の経緯からし

ても、3分の 2は買い進めた、あと残り 3分の 1がどうしても残ってきたということで、本

当に大変長い時間はかかったものの、今回の予算がつけられたことを私は最大限評価して

いるところであります。この整備事業は皆さんもおわかりのとおり、森林整備事業という

か、その補助によって運動公園を計画していたこともございます。しかしながら民主党政

権時代に事業仕分けでそれが削られた経緯もありまして、その後、亡くなった川幡教育部

長なども一生懸命その補助を真剣に探していただいたところで、川幡部長もお亡くなりに

なったと。本当に大変な悲しいことでありましたけれども、経緯としてはそういうことで

ありますので、ぜひ、私はこの予算につきましてはボールパークとはきちんと切り離して、

考え方を整理して、今回そういうようなことだということでありますけれども、多くの市

民の方にやはりきちんとそのあたりをわかるようなことで今後お願いしたいと思いますけ

れども、それについてはよろしくお願いしたいと思います。その考え方をお願いします。 

地域公共交通網形成計画につきましてもスピード感があまりにも無さ過ぎるようなこと

で、団地の買い物不便者についても、ここの議員の方々は再三指摘されてきたわけですし、

買い物不便の一つとしては、やはり交通網が非常に整備されていないのも一因ではなかろ

うかと思っております。これを見てもう少し、1年でも 2年でも前倒しというか早くできな

いものかをお伺いいたします。 

東京北広島会の運営事業、本当に大変期待していますけれども、予算が予算ということ

もありますけれども、多くのコミュニケーションを取るためにいろいろ、年に 1 回と言わ

ないで、せっかく作られたものですから、おおいにいろいろな形でイベントを行って、ま

た会員を募っていただきたい。去年、設立総会に参加させていただいたときには、今回会

長になった方にも、例えば北広島はゴルフのまちであるということから、ぜひ、何か市民
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こぞって、またいろいろ東京の方々も来ていただいて、そういうイベントもしたらどうだ

ろうとお話をしたところ、ああそうですかと、ぜひ検討してみたいという話もありました。

そういうことで、今後の東京北広島会に際しての熱意みたいなものがあれば、お知らせし

ていただきたいと。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 再質問にお答え申し上げます。まず市民交流広場の設備の関係でございますけれども、

市民会議におきましても、コンセプトといたしまして、多目的な利用に資するということ

で、ふるさと祭りなどのイベントでも活用できるような広場というコンセプトを設定して

おります。従いまして、当然そういった場面での活用も視野に入っていきますので、ステ

ージですとか、今ご指摘のありました物品庫等の設備につきましてはいろいろ形があると

思っているのですが、例えば常設のもの、そうではないもの、いろいろメリット、デメリ

ットもあるかと思いますので、実施設計の検討、それから関係団体との意見交換等を通じ

まして、その設備のあり方等については引き続き検討してまいりたいと考えております。 

それから総合運動公園の用地の関係でございますけれども、この予定地は今ボールパー

ク候補地になっておりますが、従前から総合運動公園の予定地として位置付けられている

ものでございます。平成 27年度にも官民連携による整備手法の調査ということで、総合運

動公園の整備を視野に入れた調査を行っておりまして、その際も現在の民有地も含めて活

用した形での整備を想定した調査を行なっております。従いまして、この用地につきまし

ては、ボールパークの誘致結果にかかわらず、市民の皆様に有益な形で活用を図るために

取得を行っていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 再質問にお答えいたします。まず地域公共交通網形成計画につきましては、5年間の計画

ということで、今、策定作業を進めておりまして、その中には取り組むべき施策を掲げて

おります。この 5 年間の中において、施策の検討状況や優先度を十分に考慮しながら、鈴

木委員からもご指摘がありましたとおり、スピード感を持って計画の推進に努めてまいり

たいと考えております。 

東京北広島会につきましては、昨年設立をしたばかりということもあります。まず会の

基盤強化を進めていく必要がありますけれども、会が設立して間もないこともありまして、
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まだまだ発展できる期待の高い会であると考えておりますので、明日ちょうど役員会に行

ってまいりますけれども、その中においてもいろいろな方が参加いただけるような魅力あ

る会としていくために、いろいろな検討、議論をしてまいりたいと考えております。以上

であります。 

 

尾崎委員長 

 川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 市民交流広場の隣接地の関係ですけれども、経緯はご存知だと思いますが、26 年 6 月に

店舗があった方たちから将来のまちづくりの活用という形での要望書が出されまして、市

はそれを受けて市民交流広場ということで現在整備を進めようとしておりますけれども、

隣接する方につきましては、その中に入っていなかったという状況でございます。そうい

ったことから、引き続きこれから庁舎の外構工事等も始まる中で、市民交流広場の実施設

計も始まる中で、その方に対しましても情報共有はさせていただきながら、遂次そういっ

た形での作業を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 鈴木委員。 

 

鈴木委員 

 最後ですが、今、川村企画財政部長がおっしゃった市民の交流広場の、残されたという

言い方は適切ではないかもしれませんが現存しているところ、あそこが一体となるために

は、なんとか今の地権者というか、その方にぜひご理解していただく努力を今後もぜひお

願いしたいと思います。これは要望であります。 

総合運動公園については理解いたしました。 

また地域公共交通網の話ですが、これはこれからまた 5 年という話で、何年たったら最

終的に終わるのか。私の命のないときにもしかしたらできるのかもしれませんが、そうい

うことでは正直言ってやっぱり困るというよりも、もう全然解消されないわけですから、

不便の方々がですね。だからできるところからというか、本当になんでもいいですから、

そういう考え方でぜひお願いしたい。また積極的に、本当にスピード感を持ってという言

葉、その一言で終わるのではなくて、皆さんが不便を感じているわけですから、5年と言わ

ず本当になるべく早くお願いしたいということであります。 

東京北広島会につきましては、今言われたような形の中で今後もどんどん素晴らしい会

になることをお願いしたいと思います。以上です。 
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尾崎委員長 

田辺委員。 

 

田辺委員 

 初めに予算書の 67ページ、総合計画推進事業についてですが、第 5次の総合計画はもう

今、終盤を迎えて、30 年度から次期総合計画の準備に入ることになっております。予算書

を見ますと、今回予算を大幅に増額して、そのほとんどが企画運営・作成等委託の委託料

となっておりますけれども、こちらの内容についてお伺いします。これは策定が 30 年度、

31 年度の 2 年間で、32 年からスタートですよね。今回の予算はあくまでも 30 年度分だけ

で、また次年度はさらにかかるのかもあわせてお伺いします。総額でこの委託料がどのく

らいになるのかお伺いします。それで委託されるコンサルということになるのでしょうか、

その役割についてお伺いいたします。 

2 つ目は予算書 69 ページ、北広島団地イメージアップ事業と、これに関連して住み替え

支援事業とこの 2 つがあるのですが、北広島団地の再生なくして北広島の再生なしと言わ

れて始まった北広島団地フェニックスプロジェクトですが、この中でいろいろな事業が行

われていますけれども、団地モニターツアーをされていますが、こちらは今年度も行うの

か。昨年やって、課題などはどう考えていらっしゃるのか。そしてモニターツアーにいら

した方から移住にまで至らない、ちゅうちょされた理由などもありましたらお伺いしたい

と思います。住み替え支援事業ですが、こちらは住み替え支援協議会がこの事業にかかわ

っていると思うのですが、こちらの現状についてどうなっているのか。昨年はセミナーや

相談会などが開催されたと思うのですが、こちらの効果もお伺いして、実際に住み替えに

至った物件などがあるのかもお伺いします。 

同じく 69ページのふるさと応援事業ですが、こちらは昨年より大幅に予算が増えていま

すよね。ふるさと納税の寄附額はどのくらい見込んでいるのかをお伺いします。報償費と

なっているのは返礼品にかかる金額だと思うのですが、こちらについて一般的にというか、

これをやっているところは総務省ですか。返礼品の額は 3 割以下が望ましいと言われてい

ますけれども、当市の考えはどうお持ちなのかお伺いします。 

続いて 81ページですけれども、市民協働推進事業と市民参加推進事業、こちら両方なの

ですが、新年度から行政組織が改編されるということで、改編される目的と効果について

お伺いいたします。 

同じく予算書 81ページ、男女共同参画推進事業についてですが、こちらは今年度どうい

う事業を予定されているのか。以前から中学生のデートＤＶの出前講座の必要についても

お話しておりますし、同じようにＬＧＢＴの理解を深める取り組みも進めてほしいとお話

はしているのですが、こういう事業について盛り込まれているのか、お伺いいたします。1

回目終わります。 

 



H30.3.7【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

21 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 田辺委員のご質問に一括してお答えいたします。まず総合計画推進事業についてであり

ます。平成 30年度から次期総合計画の策定に着手してまいりたいと考えておりまして、策

定にあたっては各種調査の実施分析、そして会議運営などについては支援業務ということ

で委託という形で考えております。こちらについては策定期間が 30、31、32年度の 3カ年

を考えておりまして、債務負担行為という形で計上させていただいているところでござい

ます。今回、計画を策定するにあたりましては、前回の計画も同様でございましたけれど

も、市民参加の手続きを踏まえて進めていきたいと考えております。内容については今後

具体的に検討していきたいと思いますけれども、将来のまちづくりを担う子どもであった

り、地域分散している地域性を踏まえた取り組みであったり、そういったことを十分に意

識しながら進めていきたいと考えております。 

次に北広島団地イメージアップ事業についてお答えいたします。今年度、団地モニター

ツアーについては、初めて中古物件を巡るということでコースを設定いたしました。こち

らは過去に参加していただいた方からの中古物件も見てみたいという声を受けまして、そ

のような対応を今年度させていただいたところであります。参加者は 9組 25名ということ

で、担当しているスタッフの人数を考えますと、きめ細かな対応ができる人数なのかなと

考えておりまして、参加者からはおおむね好評をいただいていると捉えております。これ

まで移住に繋がった報告が市に寄せられていないところもありますので、ただ住まいにつ

いてはやはり時間をかけて、一生のものということもありますので、参加者はいろいろ選

択の中から、ご自分に合った土地を選ぶ形になりますので、本事業については継続的に地

道に取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

続きまして市民参加の関係で、行政組織のご質問についてお答え申し上げます。行政組

織の見直しにつきましては、新たに市民参加、住宅政策というセクションが設置される予

定となっております。市民参加及び住宅政策につきましては、市民参加のまちづくりの推

進や一体的な住宅政策の展開など、各種施策を重点的に取り組むセクションの創設となり

ますことから、より活発な事業展開が図られるものと考えております。 

男女共同参画推進事業についてお答えをいたします。デートＤＶ講座、子どもたち、中

学生の講座のご質問でございますけれども、デートＤＶ出前講座については、予防啓発の

重要性につきまして、市でもその必要性を認識しておりまして、教育委員会と連携し、各

中学校に周知してまいりたいと考えております。一方、中学校では福祉読本の中において、

道徳教育や人権教育として命の大切さや暴力行為の未然防止について指導が行われており

まして、北海道などが策定したデートＤＶに関する資料等を活用しながら予防啓発に取り

組んでいる形になっております。デートＤＶ出前講座については、人権擁護委員とも連携
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しながら、市内の各学校において依頼に応じて実施しておりますので、デートＤＶの部分

については人権擁護委員と連携しながら引き続き進めてまいりたいと考えておリます。 

次にＬＧＢＴの関係でございます。本市におきましては、人権が尊重され、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現に向けて、毎年、男

女共同参画セミナーを開催しております。平成 29年度はＬＧＢＴへの理解を深めることを

目的に、3 月 10 日に男女共同参画セミナーとして、講師に宝塚歌劇団のご出身でＬＧＢＴ

や児童虐待などに係る啓発活動に尽力をされている東小雪さんをお招きしまして、講演を

していただくことになっております。本セミナーは市職員はもとより、雇用の関係を作る

事業所、あるいは子どもたちの教育の現場に携わる学校関係など、幅広い皆様にご参加い

ただきたいと思っておりまして、そういった対象に向けて周知等も行っているところでご

ざいます。 

次に住み替え支援事業についてお答えいたします。本年度セミナー及び相談会は 7 回開

催しまして、セミナーは 75 名、相談会は 17 名の方にご参加いただきました。参加者から

のアンケート結果を見ますと、住み替えに向けたイメージを作ることができたとか相談会

で話を聞けて安心したなど、おおむね満足度は高いと受け止めております。ただ本事業は

直ちに住み替えという結果が出てくる取り組みではなく、将来の住まいに関することを今

のうちから少しでも考える機会とすべく、こちらについても継続的に実施していくことが

必要になると考えております。なお、参加者からは市内の高齢者住宅の見学をしたいとか

そういったニーズも寄せられておりますので、そちらは 30年度実施で検討していきたいと

考えております。住み替えの実績でございますけれども、全ての相談案件について把握は

できていませんけれども、1件だけ、子どもが居住する地域への住み替えを考えている方が

いらっしゃって、団地地区にお住まいの方でしたけれども、この相談を受けたケースにお

いては、住み替え支援協議会のメンバーでもあります市内の不動産会社と連携をしまして、

相談者の既存の住宅が売却されまして、そこに新たに子育て世帯の居住に繋がった事例が

ございます。 

最後にふるさと応援事業についてお答えいたします。本年度は現在、約 2,400 万円の寄

附をいただいておりまして、平成 30年度は今年度の倍の 5千万円の寄附額で予算を計上さ

せていただいているところでございます。また、田辺委員からお話がありました総務省か

らの通知、3割というところにつきましては、本市においては他自治体でよく話題になるよ

うな特に返礼割合が高いもの、あるいは換金性ですとかそういった商品はございません。

現状において 3 割を大きく超えるものはございませんので、例えば 4 割を超えるようなも

のがあれば、そこは適切に、適宜ですね、3割程度でご協力いただきたいと考えております

けれども、3割程度で引き続きふるさと納税の返礼品についてはご提供してまいりたいと考

えております。 

 

尾崎委員長 
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 田辺委員。 

 

田辺委員 

 理解いたしました。再質問ですけれども、初めに総合計画についてですが、今のお答え

にありましたように、市民参加で作っていくことはぜひ進めていただきたいと思います。

ですから一緒にやっていく委託先というのですか、そういうところも、そういう今まで市

がやってきた市民協議会とかありましたよね、いろいろ市民参加の手法。そういう手法を

増やしていただきたいと思うので、そういうことにも長けている相手と言いますか、一緒

にやっていくわけですから、そういうところをぜひ選択していただきたいなと思います。

橋本企画課長がおっしゃいましたように、北広島はどうしても地域が分散していますので、

そこそこの地域によって課題も違うと思います。ですからぜひ、地域ごとに将来像を共有

できるようなワークショップなどを事業ごとに開催してほしいのと、子どもの参加も同じ

ようにやっていくということでしたので、総合計画 10 年ですから、今は子どもでも 10 歳

の子も 20歳になるわけですから、そういう視点で子どもたちから意見を聞く場もぜひ作っ

ていただきたいと思います。 

それから北広島団地イメージアップ事業についてですけれども、今年度もモニターツア

ーは継続して行っていくということでよろしいのでしょうか。それは今年度利用された方

の希望などを聞いた上でやっていくのかということと、それから新年度、最初は旅行会社

というのかそういうところにお願いしてやっていたと思うのですが、これはあくまでも外

注してやっていくのか、市の直営で行う方向に行くのか、そのこともお伺いいたします。

それからこのフェニックスプロジェクトの中で、生産人口というのですか、それの予定と

いうのでしょうか、希望というのでしょうか、30 年度は 2％という数字が出ていましたけ

れども、こちらの達成見込みみたいなものはあるのかをお伺いします。 

それから住み替え支援事業ですけれども、この住み替え支援協議会、住み替え支援組織

ですよね。官民連携でやっている事業だと思うのですが、こちらは今年度から新しく市民

課に住宅政策室が移りますけれども、そちらの連携はどのようにやっていくのかというこ

とと、それから組織ですね、組織を見ますと、将来的に自立した組織となって運営するこ

とが、31年度からですか、そうありますけれども、その見通しについてお伺いいたします。 

それからふるさと応援事業ですけれども、3割を目処にという、そんな特別に高いものは

お返ししないということですが、このふるさと納税のインターネットのページですよね、

ふるさとチョイスというところを見ますと、各自治体すごくバラエティに富んだ品々を揃

えていて、本当に迷ってしまうようなページになっていますけれども、北広島市はいろい

ろ事業者の方からも返礼品を募集していらっしゃると思うのですが、北広島市らしい返礼

品をどのように考えて増やしていくのかをお伺いいたします。 

それから市民協働・市民参加事業ですけれども、これはそれぞれ推進委員会が作られて

いると思います。これの公募委員のあり方についてもお伺いしたいのですが、どちらかと
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いうと年代が 60 歳以上というか高い年齢になってしまう傾向が、50 代、60 代が多くなっ

てしまうような実態があると思うのですが、20代、30代の若い世代が参加しやすい、応募

しやすいような取り組みをぜひ考えていっていただきたいと思うのですが、その辺につい

てはいかがですか。 

それから男女共同推進事業についてですけれども、今、中学校に人権委員の方がいて、

人権教育をしているのはよく理解しているのですが、やはりデートＤＶに特化したプログ

ラムの授業が中学生には今は必要だと思います。そういうことをぜひ、教育委員会と連携

して、校長会等でもぜひ訴えていただきたいと思うのですが、こちらについてはいかがで

しょうか。ＬＧＢＴの講演も今週行われるということで、すごく良いことだと思うのです

が、これも教育委員会と連携ですけれども、児童生徒に対しての啓発もぜひ、協力に努め

ていっていただきたいと、多様性というところが理解できる取り組みを進めていっていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 再質問にお答えいたします。まず総合計画推進事業につきましては、今、田辺委員から

もお話がございましたとおり、子どもたちの参加であったり、地域性を踏まえた取り組み

ということでご質問いただきましたけれども、先ほど委託業務については、事業者からは

より参加しやすい、意見の出しやすい市民参加の方法についても提案をいただきたいと考

えておりまして、そういったいろいろな市民参加をいただきながら、計画の策定を進めて

いきたいと考えております。 

続きまして団地イメージアップ事業についてですけれども、団地モニターツアーは引き

続き取り組んでいきたいと考えております。平成 28年度は事業者に委託して行っておりま

したけれども、平成 29年度は直営で行っております。市職員が参加者と一緒に行程を回り

まして、その都度ご不明な点などがあればすぐお答えできるような形で対応させていただ

いているところでございます。団地地区の目標というところで、総合戦略において、この

団地の活性化については子育て世代における人口の割合を増やしていくという形で数値目

標を設定しておりますけれども、現在そちらの数値は残念ながら目標値に届いていない難

しい状況であると認識しております。この 1 月からファーストマイホーム支援制度の次の

事業として新たな住宅支援制度が動いておりますので、その中においては団地への誘導な

どそういった政策的な誘導支援も含めて取り組んでおりますので、引き続きそういった取

り組みも進めながら、団地の若い世代の割合、そういった数値については見ていきたいと

考えております。 

次に市民協働推進事業における公募委員のあり方というご質問でございますが、公募委
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員につきましては、市民参加条例においても市民の意見等を審議会の機能に加えていくこ

との重要性であったり、あるいは付属機関等の設置運営及び委員の選任に関する取り扱い

においても公募に関する規程がございますので、こういったものを踏まえて、審議会にお

いてはできる限り公募委員の登用に努めていくことが必要であると考えております。加え

て、若い世代の参加を促すようなそういった仕組みにつきましては、現状においては一般

的にご年配の方が多いのかもしれませんけれども、審議会によっては 20代、30代の方がい

らっしゃる審議会もございますので、若い世代の登用も十分に考えながら、公募委員につ

いてはその取り扱いを進めていく必要があると考えております。 

次にデートＤＶの出前講座につきまして、小中学生を対象にというところで、こちらに

ついては教育委員会とも連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

そしてＬＧＢＴの関係でございますけれども、子ども向け、小中学生に対する啓発とい

うところのご質問につきましては、まず今回、子どもに関わる大人、学校で言いますと先

生方、まずは先生方にＬＧＢＴに関して知っていただくことが重要であると考えておりま

すので、今後子どもに向けてどういった啓発ができるかについては検討していく必要があ

ると思っております。 

次に住み替え支援事業についてですが、こちら総合戦略の中の位置付け、あるいは地域

再生計画の中の位置付けにおいては、自走に向けた取り組みということで当初目標を掲げ

ております。こちらについては、今、協議会の中でもいろいろ議論をしているのですが、

まず今の体制というのでしょうか、市役所が窓口となりながら、他の構成メンバーと連携

を取って進めていくことがまだ望ましいのではないかというご意見も出ておりますので、

ここはすぐにそういった動きというよりは、今の取り組みを着実に進めながら、結果とし

てそういう方向になれば、その時にシフトしていくのではないかと考えております。 

最後にふるさと応援事業についてでありますが、これまでも市内の事業者の方々にご協

力をいただきまして、体験型あるいは地場商品についてご提供いただいております。引き

続き市内の事業者にご協力をいただきながら、魅力ある商品を提供してまいりたいと考え

ております。以上であります。    

 

 

尾崎委員長 

川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 組織の関係でお答えさせていただきます。庁舎内に分散しています住宅施策の関係、お

よび市民参加、市民協働、男女共同、これらを専属で行う室長を配置する室が 4 月から予

定されておりまして、現在この配置につきましても企画財政部と同じフロアのところに配

置を考えておりまして、引継ぎはもちろんのこと、4月以降も連携しながら事業を着実に進
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めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 ご答弁ありがとうございます。北広島団地のイメージアップ事業ですけれども、こちら

はいろいろな事業がありますけれども、住民を巻き込む取り組みも、外にアピールするこ

ともとても大事ですが、住民も理解して一緒に盛り上げていく気運というのですか、そう

いうのがとても大事だと思います。例えばトリムコースなどは団地特有のものですし、も

っと効果的に活用できるようなアイデアを募集したり、先日発表されましたけれども、「さ

んぽまち」という団地の愛称も決まりましたので、こういうことも住民とともに活用して

いくような取り組みをぜひ進めていただきたいと思います。こちらのお答えは結構です。 

それから住み替え支援事業について、自走についてはもう少し時間がかかるというお話

でしたけれども、先日、計画案が示されました立地適正化計画の中でも、北広島団地地区

への重点的な誘導というのがありましたよね。こちらもやはり市民との意識の共有が必要

ではないかと思うのですが、こちらについて今後どのように進めていかれるのかをお伺い

して終わります。 

 

尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 再質問にお答え申し上げます。団地地区のイメージアップを含めた活性化についてでご

ざいますけれども、立地適正化計画の現在の案におきましても居住を誘導するエリアとし

て位置付けているという中で、計画案につきましては 4 月以降にパブリックコメント、そ

の後、市民説明会、意見交換会を含めた説明会も予定しておりますので、そういった機会

を通じまして、まさに今ご指摘のあった、今住んでいる皆様のご意見も団地の活性化施策

に反映してまいりたいと考えております。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 総合運動公園事業の関係ですね、67ページ、附属資料 24ページ、今ほど鈴木委員からも

質問されていまして、長年に渡る経過があることは理解しておりまして、私もボールパー
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ク関連事業の中では、ぜひ、誘致が成功して活用していただきたいという思いはございま

す。今月の話になってしまいますけれども、誘致が決定すればいいのですが、仮に不調だ

った場合の整備事業として、先行取得をしてやっていきたいという意気込みはわかるので

すが、先行取得をする理由といいますか、今後、今のところ副案があるかどうかというの

もありますけれども、仮にだめになったとしても、これを活用する次の手法がある程度表

面を見ていなくても、この水面下ではいろいろと検討されているのかどうなのかをぜひお

伺いしたいと思っています。それから今が地価的に、これは公共用地ですから基準がある

かと思いますが、今が買い時なのかどうかというところですね、また公共単価、それから

評価額をどのくらいの単価で見ていらっしゃるのかどうか、また地権者の、24 筆もありま

すからある程度確定をされていて、それが協力的に提供していただくものなのかどうか、

その辺の中身についてお伺いしたいと思います。 

それからもう 1 つ、予算書 71 ページ、附属資料 50 ページ、お試し移住関係でございま

す。お試し移住を展開して何年か経っていますけれども、この間の成果と課題がどのよう

にローリングされてきているのかどうなのか、今、いろいろとお試し移住に関わって、住

んでいただいた方がお帰りになっていらっしゃいますけれども、その後、この北広島の地

をどのように評価されているのか、本当に移住を検討されているというか、その辺のアン

ケートといいますか追跡調査などをされた上で事業の継続を必要としているのかどうか、

その辺をお伺いしたいと思います。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。総合運動公園整備事業でございますけれど

も、昭和 45年の第 1次の総合計画から位置付けられている事業ということで、以来、長年

に渡りましていろいろな検討がなされていたところでございます。現在たまたまボールパ

ークの候補地という位置付けにはなっているのですが、この用地に関しましては、仮にボ

ールパークが誘致されなかった場合におきましても市民の皆様に有益な形での整備を考え

ております。先ほどの答弁と重複しますけれども、整備の手法やプランにつきましては、

平成 27年度に行った調査におきまして、現在の民地の部分を活用した形での整備の検討を

行っております。従いまして、この用地についてはポールパークの誘致結果にかかわらず、

総合運動公園として整備していきたいと考えているところでございます。それから公共用

地としての買う時期ということですが、今後不動産鑑定等を行いまして、適正な価格を調

査した上で価格について決定していくものと考えてございます。地権者の関係につきまし

ては、昨年 11月に 1度地権者の皆様にご説明をさせていただいております。私どもの方針、

ボールパーク誘致の結果にかかわらず取得させていただくことについては、一定のご理解
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をいただいたものと考えております。個々の対応につきましては、今後の交渉になってく

るかと考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 小田島委員のご質問にお答えいたします。お試し移住事業につきまして、これまで首都

圏や関西圏、九州地区など全国各地から 50組 124人の方にご利用いただいております。本

事業は平成 29年度の事務事業評価で要検討となっておりまして、今後の事業のあり方につ

いて検討を進めてまいりました。移住体験は市のホームページで公開しておりまして、市

の魅力発信やシティセールスに効果はあるものの、実際の移住には繋がっていないこと、

また施設の老朽化も進んでおり、維持管理に要する経費も生じていること、さらには利用

者にアンケートを行っているのですが、その中身を見ますと、やはり冬期間の利用は積雪

寒冷の気候もあり利用を考えていないという回答が多いという実態がございまして、そう

いったことを総合的に踏まえまして、本事業については終了したいと考えております。な

お、その時期につきましては、春から秋にかけては一定の需要、利用がございまして、本

年の秋頃、10月頃をもって終了したいと考えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 今ご答弁いただきましたけれども、ボールパークの関連事業の価格について今後、土地

家屋調査士等の調査を行って額が決まってくるとなっていますが、この中で 1 億 5 千万円

ほど取得価格を計上しているということは、それなりに単価、それから 10.2ヘクタールで

すけれども、詳細ではないですけれどもそういうのがありますので、その辺の積算が本当

にこれでいいのかどうなのか、高いのか安いのかという目安も現時点で僕はちょっとわか

らないところがありますので、ぜひ、詳細を詰めていただいて対応していただければよろ

しいのかなと思います。27 年度に整備手法を検討されて使うよということですけれども、

いつぐらいから具体的に着手、民地のところを先行して、たぶん事業を展開するだろうと

思うのですが、その辺のめどはいつぐらいなのかをお聞きしたいと思います。 

それからお試し移住の関係は、新たな事業展開というのは大体 3 年ぐらいにめどが立た

なければ、これは一般的には事業廃止を決断するということでございますので、今の答弁

では夏の間はやりますけれども 10月をもってというところがありますので、それは一定の

その方向でよろしいのかなと思います。僕、いろいろと見たり聞いたりしていますけれど
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も、冬季の利用が無いというのではなくて、移住をするために体験してくださいというこ

となので、もしかすると格安のコンドミニアム的な、利用者としてはそういうところに何

か利用の意図があったのかもしれませんけれども、いずれにしても新たな手法で、移住促

進はいろいろなメニューを考えていただいて補強していただければよろしいのかなと思い

ますので、その辺の考え方についてお聞きしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 お試し移住の再質問についてお答えいたします。お試し移住につきましては、将来的な

移住に向けた事業ということで取り組みを進めてまいりましたけれども、これまで実績が

ないということもございまして、本年 10月に終了したいということで、この後につきまし

ては 30年度から新たに中古住宅のリユースに対する支援制度を創設していきたいと考えて

おりまして、そちらは市外から転入あるいは市内の転居も含めてとなりますけれども、直

接的あるいは即効性のある施策について、本事業を終了して新たなそういった施策にシフ

トしていきたいと考えております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 総合運動公園の関係ですけれども、まず用地費の、いわゆる価格の面も含めてなのです

が、これについて現在の予算の段階では、これまでの過去の状況ですとか近傍の価格を踏

まえながら予算の積算をしておりますが、先ほど熊田まちづくり担当参事の答弁にありま

したように、実際に交渉に入る段階には、いわゆる不動産鑑定をかけて、適正な価格をも

って、そういった形で用地交渉にあたっていきたいと考えておりまして、今回 10.2ヘクタ

ールの用地につきましては、平成 30 年度、31 年度の 2 カ年で用地取得を考えております。

また先行取得というお話がございましたが、私どもとしては、いわゆる総合運動公園の区

域として位置付けている中の用地ということで、用地を拡大して先行するというわけでは

なく、区域内用地の取得ということでございますので、先行取得という意味ではなく、今

まで買収できなかった用地を購入するという考え方でございます。27 年度に実施した官民

連携、市長公約にもあった事業の動き方になりますけれども、今ボールパークについて 3

月に一定の方向性が出ますが、今回のこのいろいろな動きによって、あそこの運動公園用

地自体の存在も含めて、多方面からあの場所について注目が集まっているのも事実でござ

います。そういったことから直ちに何か裏があってすぐ動くということではなくて、こう
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いったチャンスをものにしながら、官と民が連携して、何か動いていくことに即応するた

めにも、こういった形での用地の取得が現在必要だという判断のもとに、今回予算を上げ

させていただいたという状況でございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私からは何点か。まず企画総務費の公共施設等総合管理計画についてお聞きしたいと思

いますが、公共施設の総合管理計画については計画ができて、それを実施していくことに

なっているわけですが、具体的な施設ごとの個別計画は、策定状況はどのようになってい

るのか、また今後どういう予定でいるのかというのが 1 点です。それと西の里公民館につ

いては具体的に名前があがって、複合施設のことも含めて検討されていると思うのですが、

西の里の計画の方向内容についてお聞きしたいと思います、 

2つ目は、同じく企画総務費の立地適正化計画についてであります。これについては総務

常任委員会で案が配られて見たわけですけれども、この計画の策定とその後のスケジュー

ルはどうなっているのか、その各区域の見直しの内容も含めてお答えいただきたいと思い

ます。 

3 つ目は、総務費の企画費の大学連携推進事業でございます。67 ページですね。これは

既に道都大学と連携協定を結んで、北海学園大学とも連携事業を行っていると承知してお

りますが、今年度の連携内容はどのようになっているのでしょうか。また、それを踏まえ

て、産業振興や専門人材の育成への連携した取り組みが考えられているのかどうかをお聞

きしたいと思います。既に担当の方はご存知かと思いますが、国では今のまち・ひと・し

ごと創生事業とは別に、地方大学、地域産業創生事業という形で 100 億円の事業費がつい

ておりまして、大学連携の中でそうした産業振興ですとか専門人材を育成しようというよ

うな取り組みが作られております。そうしたものを活用した事業を考えられているのかど

うかをお聞きしたいと思います。 

次に同じく 67ページ、総合運動公園の整備事業費ということですが、今、鈴木委員と小

田島委員からも質問が出ましたし、代表質問の中では田辺委員からも出されております。

私はこの総合運動公園のボールパーク構想との関係でいうと、ボールパーク構想ができて、

その事業が進むので、用地取得については一定の合理性があるかなと思うのですが、先ほ

どから問題になっているのは、それが駄目になった場合でも、もともと総合運動公園用地

として確定しているので、その用地については予定どおり取得するという考えだと思うの

ですが、私もこのことについては議会議論をずっとさかのぼって見させていただいたので

すが、先ほども言いましたように、鈴木委員からも出ましたように、3分の 2を取得したと

ころでストップして、それ以降何十年も塩漬けになっているという、それなりの理由があ
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ったはずです。だから議会でもこの用地の取得については早く取得すべきではないかとい

う議会議論があった中で、市長の答弁としては、この総合運動公園については事業もきち

んと固まっていないのでということで、総合運動公園の用地取得については市としてはや

ってこなかったという経緯があるわけです。ですからボールパークが実現しなかった場合

には、改めて総合運動公園の用地取得については元にさかのぼって、どういう総合運動公

園の構想なのか、それについて運動公園の実施が妥当なのかどうかという議会議論の中で、

用地取得が考えられなければならないと考えております。これは今までも具体的な事業が

あって、先ほど鈴木委員が言ったように、事業仕分けでそれが駄目になった時点で、用地

取得についてもやらないという方向で市はやってきたわけですから、今この時点で何ら新

しい総合運動公園の構想の実現性についてはっきりしたものがない中で、これはボールパ

ークが駄目になった場合のときですよ、それはもう 1 度議論して、運動公園用地の取得に

ついてもこれまでの議会議論を踏まえてやるべきだと考えております。そういう意味では

当初予算で、今回唐突に予算が出されたわけですけれども、総合運動公園が 3 月に決まる

わけですから、補正でも十分これは対応できると思うわけです。ですからその点について、

これまでの総合運動公園に関する経緯ですね、事業費を予算化しなかったことも含めて過

去の経緯をきちんと明らかにした上で、今回事業を予算化した経緯と目的について明らか

にしていただきたいなと思います。 

次に企画費のふるさと奨学金の事業です。71 ページですけれども、このふるさと奨学金

については昨年度調査して、具体的には奨学金の支給を行っていくということですが、予

算は非常に少ない額が計上されているわけですが、この予算額の理由、それから対象者へ

の周知や今後の取り組みについてどう考えているのかをお聞きしたいと思います。 

同じく 71ページの地域公共交通網形成計画推進事業です。こちらも総務委員会で計画の

内容が示されて見たわけですけれども、私も先ほどの鈴木委員と同様、これからさらに 5

年間やっていくのかというところで、非常にスピード感についてはどうなのかという印象

を覚えたわけですけれども、この計画の検討結果を踏まえて、今年度の事業内容について

お聞きします。先ほどからの答弁でいきますと、6 月で計画を策定するということですが、

補正は 6 月の議会でされるのかどうか。それから具体的な今年度の実証事業の内容につい

てお聞きしたいと思います。 

71 ページのお試し移住事業ですけれども、これは今、小田島委員からも説明があって、

今年の秋でやめるということですが、1つは移住を進めていく取り組みで、お試し移住がな

かなかうまくいっていないこともあるのですが、今、国でもお試しサテライトオフィスで

すとか、やはり産業振興と絡めて移住させていく取り組みの事業も、特別交付税などをつ

けて誘導していこうという考えがあるので、その辺のところも踏まえて事業の見直しを行

ってはどうかということについてお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

最後は 81ページの市民協働推進事業ですけれども、これは代表質問でも私から市民協働

提案事業について議論させていただきまして、こちらは市民からの政策提案と言いますか
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事業提案について検討していくという答弁をいただいたわけですけれども、そういう議会

議論を踏まえて、市民からの協働提案事業について、見直し検討についてはどのように今

年度反映されていくのか、お聞かせ願いたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

暫時休憩いたします。 

 

 

休 憩  午後 0時 02分 

再 開  午後 0時 58分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

橋本企画課長。 

 

 

橋本企画課長 

 山本委員のご質問にお答えいたします。大学連携推進事業についてお答えいたします。

本市において星槎道都大学と北海学園大学との連携を現在進めております。北海学園大学

につきましては、平成 27年度から本市において地域連携特別講座を開催しております。平

成 30年度につきましても、現在実施に向けて大学側と協議を進めているところでございま

す。星槎道都大学とは平成 25年度から包括連携協定を結んでおりまして、連携の推進に向

けた協議の場として両者を構成員とする連携協議会を設置し、大学関係者を各種審議会へ

の委員に委嘱したり、インターンシップの受け入れの関係、また防災講座など、大学の授

業への市職員の派遣など、さまざまな取り組みを進めているところでございます。平成 30

年度の連携内容や産業振興、専門人材の育成の連携に向けた取り組みなどつきましては、

星槎道都大学とは連携協議会の中で検討していくことになりますけれども、これまでの取

り組みの評価を加えながら、引き続き連携事業につきましては推進してまいりたいと考え

ております。なお、地方大学・地域産業創生事業につきましては、昨年 8 月に一部新聞報

道で本事業について掲載されたことがございまして、そのときに大学側とはこの事業に関

して意見交換はさせていただいておりますけれども、今回、国からより詳しい通知等も出

てございますので、そういった内容について情報共有をしながら、大学側とは意見交換を

進めてまいりたいと考えております。 

次にふるさと奨学金についてお答えいたします。この事業につきましては、大学等を卒

業後に就職をして市内に居住する方が在学中に借り入れた奨学金について、返還費用の一

部に対し補助金を交付する内容となっております。平成 29年度から新規事業として取り組
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んでいるところでございます。平成 29 年度は、大学等に在学中で、この 3 月に卒業し、4

月から就職予定である学生を対象に登録を行っております。ここで登録を行った学生につ

きましては、平成 30 年度に就職をして、それぞれの奨学金の返還がスタートいたします。

本事業における補助金につきましては、年度ごとの補助金の返還実績に応じて翌年度に実

績払いすることとしておりまして、補助金の交付につきましては平成 31年度が初回となり

ます。このことから平成 30年度の予算につきましては、制度周知に関する消耗品や登録事

務などに要する郵便料、そういったものを計上しているところでございます。現在の登録

状況は 19件でございます。本奨学金の周知についてですが、これまで市のホームページあ

るいは市内公共施設への掲示ですとか日本学生支援機構に対する周知、そして道内の大学

等に対する周知を行っておりますけども、平成 30年度にまた新たな登録という形で進めま

すので、こちらについては関係機関に、引き続き事業の周知については努めてまいりたい

と考えております。 

次に地域公共交通網形成計画推進事業についてお答えいたします。本計画につきまして

は、この 3月に案を策定しまして、4月にパブリックコメント、そして地域説明会の実施を

予定しております。その後 6 月をめどに計画の策定を進めてまいりたいと考えておりまし

て、策定後については計画に掲げる事業、施策を推進していくことになります。今後の事

業展開ということで申し上げますと、計画案には団地地区における交通に関すること、地

区間を結ぶ公共交通の充実に関すること、交通空白不便地域における対応、そして利用促

進に向けた取り組みの 4つの基本方針を掲げております。この実現に向けて 24の取り組み

を位置付けておりまして、計画策定後は施策の検討状況、あるいは優先度を考慮しながら

計画を進めていくこととなります。 

次にお試し移住事業についてお答えいたします。山本委員からサテライトオフィスとい

うことでご質問がございましたけれども、まずお試し移住として現在活用している住宅に

ついては老朽化も進んでいることから、新たな建物を使った利活用はなかなか難しいと考

えております。このサテライトオフィスについては現在計画がございませんけれども、そ

ういった取り組みについては情報を収集してまいりたいと考えております。 

市民協働推進事業になります。協働事業提案制度はこれまでの実績が 1件ということで、

制度のあり方、周知については検討する必要があると考えております。まず本年 3月 23日

に予定しているＮＰＯセミナーにおいて、これまではＮＰＯ法人を対象に実施しておりま

したけれども、ここに公益活動団体等も参加できる形で対象を広げて実施しまして、その

中において、協働事業提案制度などについて制度周知を行ってまいりたいと考えておりま

す。協働事業提案制度については、例年 4月のひと月を募集期間としておりますけれども、

ここについては期間の延長含め考えてまいりたいと思いますし、あわせて行政提案につい

ては、制度の周知が分野ごとの項目を掲げている形になりますので、わかりやすい形での

発信についても考えてまいりたいと思っております。以上でございます。  
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田辺副委員長 

熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 山本委員のご質問にお答え申し上げます。まず総合運動公園事業の関係でございますけ

れども、この運動公園の予定地は昭和 45年に総合計画に位置付けられまして、平成 5年に

都市公園として都市計画決定をしたところでございます。平成 8 年には基本設計を行うな

どして整備内容の検討を進めてまいりましたけれども、他の公共施設整備との関係、ある

いは財政面の事情などから現在まで未整備となっているところございます。この予定地は

従前から総合運動公園の予定地として位置付けられておりまして、平成 27年度に実施しま

した官民連携による総合運動公園整備手法の検討調査におきましても、現在の民有地も活

用した形での整備を想定しているところでございます。従いまして、当該用地につきまし

てはボールパークの誘致結果にかかわらず、市民に有益な形で活用を図るために取得を行

うものでございます。 

続きまして公共施設の関係でございますけれども、個別施設の関係につきましては、各

施設の築年数ですとか利用状況など各所管課からの聞き取りも踏まえまして、今、施設の

個々の計画を検討しているところでありまして、年度内に取りまとめる予定でございます。

それから西の里の関係ですけれども、現在老朽化が進んでおります西の里公民館への対応

に加えまして、隣接しております西の里会館、ファミリー体育館なども含めました西の里

地区の公共施設全体のあり方について、年度内に方向性をまとめる予定でございます。ま

た適正配置にかかる実際の事業の時期につきましては、必要となってくる事業の内容を精

査した上で、改めて具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。 

それから立地適正化計画は年度内に計画案を作成いたしまして、4月にパブリックコメン

ト、その後市民説明会を経て、おおむね 6 月頃をめどに策定する予定としております。計

画案ではまずＪＲ北広島駅周辺、ここを医療や福祉、商業などの機能を集約するいわゆる

都市機能誘導施設、それから北広島団地地区及び東部地区の一部につきましては、人口密

度を維持することにより、生活サービスが持続的に確保されるように居住を誘導するエリ

アとしてのいわゆる居住誘導区域として位置付けているところでございます。以上でござ

います。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 再質問させていただきます。まず公共施設等総合管理計画につきましては、今のご答弁

でいくと個々の計画も年度内に取りまとめることになっています。その中で西の里の方向
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も見えてくるということなので、改めてこれは議会の中で議論させていただきたいと思い

ます。 

次に立地適正化計画ですけれども、全体的に駅周辺及び団地、東部地域中心なのですが、

それ以外の地域の位置付けについてもう少し説明していただきたいのと、6月に策定した以

降の具体的な取り組みについてはどのようなスケジュールになっているのかをお聞かせ願

いたいと思います。 

それから大学連携ですけれども、道都大学は協議会を通じて事業を決められるというこ

とですが、協議会は開催されたのでしょうか。通常であれば新年度予算の中身を作ってい

く上で、協議会の中で議論した中身について予算要求していくとのことですが、具体的な

協議時期とか内容等についてどうなっているのかお聞かせ願いたいと思います。 

それから総合運動公園ですけれども、今ご説明のあった内容については何度も説明され

ているのですが、問題はそういう計画がずっと来た中でなぜその土地を取得してこなかっ

たのかということです。ですから、ここは過去の議会議論を見ていただくと、要するに総

合運動公園を都市計画したからすぐ買いましたということにはなっていないわけです。実

際には 3 分の 1 残しているわけですよね。だからそこのところをずっと止まっていたと。

その理由がなんだったのか。それが今回のときに状況がどう変わっているのか。私はこの

止まっている理由は、過去の議会議論を見れば、具体的な運動公園の内容が決まっていな

いということで、その分の土地の取得については凍結されてきたと。財政問題もあります

けれどもね。そういうことだと理解しているわけですが、そうであるならば、27 年度に調

査をしたというだけで、この総合運動公園の問題が解決したことにはならない。調査した

だけで、この調査結果に基づいて総合運動公園をどのようにするかは、市民も含めて議会

も含めた議論をした中で、この総合運動公園をどのように整備するのかというのをコンセ

ンサスを得て、その上で土地の取得も含めて検討していくのが筋ではないかと思います。

逆に聞きますけれども、その点を 1 つ説明していただきたいのと、ではなぜ都市計画をし

た地域だからといって買うということであれば、なぜもっと早く買収しなかったのかとい

うことが逆に問われるわけです。その点についてお聞かせ願いたいと思います。 

それからふるさと奨学金なのですが、ふるさと奨学金については次年度にということは

理解しました。周知の方法はもう少し広めていただければと思います。これは質問ではあ

りません。 

それから地域公共交通網形成推進事業ですが、24の施策をやっていくということですが、

具体的に 6月に策定して、6月の議会で補正予算を上げていくスケジュールになるのか、そ

れとも 6月の策定なので、9月議会に補正で上げるのかという辺りをお聞かせ願いたいと思

います。やはり 6月ならまだあれなんですけど、9月補正になると実際に事業という形にな

ったらもう冬で、冬の実証実験もあると思いますが、きちんと実証事業という形ができる

のかどうかもお聞かせ願いたいと思います。以上です。 
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田辺副委員長 

熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 再質問にお答え申し上げます。まず立地適正化計画の関係でございますが、今、計画案

において都市機能及び居住誘導区域を設定させていただいていますけれども、その区域以

外の箇所につきましては居住環境維持保全区域という位置付けをしております。これは誘

導区域を設定したと申しましても市民の全ての方がそのエリアに居住するということでは

ございませんので、当然、他の地区でも今後も生活をされていく方がいることを踏まえま

して、誘導区域以外の区域におきましてもこれまで同様、生活サービス機能や一定程度の

利便性が維持できるように施策を講じてまいりたいと考えております、それから策定後の

予定でございますが、都市機能誘導区域等におきまして未利用市有地を活用した民間の事

業参入等を想定しておりますけれども、そういった再開発的な事業も含めまして、民間事

業者とも意見交換をさせていただき、また国の補助制度がいろいろ活用できるものが出て

きますので、そういったものの活用も考えながら、駅周辺の賑わい創出または居住の誘導

といった施策を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。  

 

田辺副委員長 

橋本企画課長。  

   

橋本企画課長 

 再質問にお答え申し上げます。まず大学連携推進事業につきましては、星槎道都大学と

は年 3 回、定期的に連携協議会を開催しておりまして、主な協議事項といたしましては、

広葉交流センターのサテライトの活用の関係ですとか、先ほど少しご答弁した内容と重な

りますけれども、星槎道都大学とは現在もさまざまな連携を行っておりますので、そこの

進捗に関する協議ですとか、新たな連携事業についての意見交換、そういったものを進め

ているところでございます。 

次に公共交通網形成計画推進事業につきましては、6月をめどに計画の策定を現在考えて

おりまして、その後速やかに 6 月補正を想定しておりますけれども、そちらで補正予算を

提案させていただきまして、必要な実証調査、そういったものを進めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

川村企画財政部長。 

    

川村企画財政部長 
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 総合運動公園の用地の関係でございますけれども、これまでも運動公園の用地に関しま

しては、議会等でのご議論の中もいろいろ踏まえまして、凍結という形も踏まえて、用地

の取得は進んでいなかったという現状の中で、今回、市長公約にも掲げられた中、平成 27

年に補正予算、議会の議決もいただいた上で、国の 100％の補助を活用し、官民連携でまず

調査を進めたという事実がございます。その調査の結果の中でも十分あの場所については

官と民の連携により可能性があるという調査結果が出ていることはご報告をさせていただ

いております。その中で、今回この事業が決まっていない段階での用地取得ということの

ご質問ですけれども、たらればというお話がありますけれども、市側としてはあそこのエ

リアについては今回いろいろなことの調査を踏まえる中で、いろいろな可能性のある場所

として事業を進めていきたい、推進していきたい立場から、市民の方に有益な形で活用を

図っていきたいということで、今回用地取得を行っていくというもののご提案でございま

す。以上です。 

 

田辺副委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

 立地適正化計画については今後未利用市有地の再開発等をやっていくとのことですが、

ただ未利用市有地を再開発していくことよりも、むしろ市がどういう、市というか市民も

含めて駅前をどういう形で活性化していくのか、そういうことも含めて議論していかない

と、ただ市有地を民間事業者に再開発のために売却すると言ってはおかしいのですが、そ

ういう形になって虫食い的になってしまうと思います。そういう意味では、きちんとその

辺のところの、市が全体の周辺地域のゾーンマネジメントというのでしょうか、そういう

のをきちんとやっていく必要があると思います。そういう点で、その辺のところの考え方

を再度確認させていただきたいと思います。 

2つ目は総合運動公園の問題ですけれども、おっしゃっていることはわかりますけれども、

これまでの議会議論をきちんと踏まえた対応が必要だというのが私の主張です。要するに

計画がきちんとできて、27 年に調査をやりました。調査をやった結果についても報告はさ

れていますけれども、きちんと議会でも市民の間でも議論されていないわけです。だから

その辺のところは改めて、ボールパークが誘致されればそれで済むけれども、ボールパー

クが誘致されなかった場合には、再度その計画に立ち帰ってどういう構想が必要なのか、

そのことがきちんと議論されるべきだと思います。だからそのところに立ち戻って考える

必要があるということなので、そう意味で、先にそこの用地の取得に走るのは少し疑問が

あると思いますので、これについては留保して総括質疑にしたいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 
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 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 再質問にお答え申し上げます。立地適正化に基づきます事業の関係ですけれども、今ま

さに山本委員からご指摘がありましたように、ただ土地があるからということで民間事業

者任せにして無秩序な開発が行われるようでは意味がないということを十分認識してござ

います。もちろん駅周辺ということで周り全体を居住環境も含めてどのようにすればいい

のかということは、市で当然ある程度、青写真を描いた上で、民間事業者や未利用市有地

をその中で、全体のエリアマネジメントの中でうまく活用していきながら、本当に市民の

方が望まれるような環境整備を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 今回予算審査特別委員会におきましては、初めて通告制となっています。私も 3 点の項

目について通告をして質問しようと思っておりましたが、通告をした後に総務常任委員会

の報告ですとか、あるいは代表質問ですとか、さらには今日も何人かの委員の方がいろい

ろ質問されましたので、それに関して言いますと、最後の北広島団地イメージアップ事業

に関しては質問をいたしません。あと最初の地域公共交通網形成計画策定事業に関しては

何人かの方が喋っていますけれども、ちょっと私にしてみると、私のこれまでの認識とズ

レがあるものですから、これに関しては再度確認も込めまして質問します。そしてその次

の未来へつなぐ米の歴史発信事業に関しましても質問したいと思います。 

最初に地域公共交通網形成計画についてでございますけれども、鈴木委員ですとか田辺

委員ですとか、今も山本委員がこのことに触れていましたけれども、それでいろいろご答

弁を聞いていまして、私と違うのがですね、さらに 5 年かけて何かつくるようなイメージ

が伝わってきたのですが、そもそもこの計画は何のために作ったのか、狙いというか、そ

れについて端的にお答えいただきたい。私のイメージとしましては、他の立地適正化計画

とかああいうのも、実は計画を作るというのに関して、作らないと民間のお金をうまく利

用できない、もっというと、市の土地を無償で民間に貸すと。そうすると直接民間に国が

事業費を半分補助するというようなことがありますよね。そういうふうなことが非常にダ

イナミックに民間のお金を使って、これから市はお金がないですから、どんどん計画を進

めなくてはいけないという中において、そういった計画を作ることによって、国からそう

やって民間に直接ですけれども補助が出るというようなことがある意味では狙いがあるの

かなと思うのですが、また同じように地域公共交通網形成計画におきましても、おそらく

これは恵庭市のエコバスとかありますよね。ああいうエコバスも私どもの会派で見に行き
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ましたけれども、あれを一応やるにしても、先にこの計画を作っていないと国からの支援

がもらえないと聞いております。ですから今、ダイナミックに団地の中でそういう交通弱

者を何とかしようとか、いろいろな交通網を変えようとか、色んなことをするときにはや

はりこの計画を作らないと色んな意味で国からの支援も、またこれからの計画に関しても

必要だという認識を私は持ったのですが、その点はどうなのか。端的に、何のために作る

ことになっているのかをお聞きします。 

次に未来へつなぐ米の歴史発信事業でございますけれども、私は今、無会派ですけれど

も、元々いた会派が自由新生クラブですけれども、別名中山久蔵クラブと言われるくらい

中山久蔵に対して力を入れておりました。それにおきましては、米をテーマにした今回の

北海道 150 年という記念事業の中の一環ではありますけれども、北広島が寒地稲作の祖で

ある中山久蔵翁が米を作ったという部分の米をテーマにしたシンポジウムをする、イベン

トをすることに関しては大歓迎でございます。それで具体的な内容と、イベントも含めて

取り組みについてお聞きしたい。以上のことについてお答え願います。 

 

田辺副委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 野村委員のご質問にお答えいたします。まず地域公共交通網形成計画策定事業につきま

しては、本計画を策定する目的、狙いにつきましては、本市は人口減少が進んでおりまし

て、少子高齢化も進展している、かつバス利用者につきましても年々減少しております。

そうした公共交通を取り巻く社会情勢が大きく変化していることを踏まえまして、持続可

能な公共交通網の形成に向けて、行政だけではなくて市民あるいは交通事業者、関係者が

主体的に推進していくための目的として、まず本計画の策定を進めてまいります。本計画

はあくまでも公共交通のマスタープランというような位置付けになると思いますので、本

計画の考え方をベースに次のステップ、例えば団地線の中の路線をどうするのか、あるい

は地区間はどうするのかとか、そういったところの検討に進むための基礎となる計画とい

うような位置付けになろうかと思います。 

次に未来へつなぐ米の歴史発信事業についてでございます。本事業につきましては、や

はり寒地稲作発祥の地ということで、本市のまちの歴史、あるいは先人の偉業を振り返り、

北海道米の魅力と価値を広く発信することを目的に開催してまいりたいと考えております。

具体的な内容については今後詳細を詰めていくところもございますけれども、現時点にお

いては本年秋に開催いたしまして、内容については北広島市でまず米をテーマにした取り

組みを実施する趣旨、目的、こういったものを明確にするために、中山久蔵翁の足跡です

とか、まちの歴史についての説明、そして北海道米の歴史と未来を語るシンポジウムの開

催、また子どもたちにも興味を持ってご参加いただけるように、例えば米とスポーツ、こ
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ういったものに焦点を当てたような企画ですとか、あと消費者協会と連携をいたしまして

料理コンテストの実施、米をテーマにした映画の上映、中山久蔵翁の足跡、まちの歴史を

巡るツアーの開催ですとか、米に関する企画展など、多くの市民の方にご参加いただきま

して、本市のまちの歴史に触れることができるような内容を現在考えているところでござ

います。以上でございます。    

 

田辺副委員長  

野村委員。 

 

野村委員 

 最初の地域公共交通網形成計画ですけれども、これは一応 3 月にできあがって、先ほど

皆さんがいうように、6月からそれを推進する計画を作るということですが、私は端的に答

えてもらえればと思ったのですが、私が危惧するところは、これを作って 5 年間かけて事

業が動き出すということではなくて、もう 3 月いっぱいでできるわけでしょ。そしてでき

たことによって北広島はどういった方向性のものを作るべきかはある程度見えてくるわけ

ですよね。そうした中で、それこそ先ほどから北広島の議会の中でも循環バスがいいので

はないかとか、もっと小さな乗り合いタクシーみたいのがいいのではないかとかいろいろ

なことがあるけれども、それをある程度、国の支援も含めて、いろいろな可能性を含めて、

ダイナミックに進めていくことを、6月以降進めるという考え方でいいのでしょうか。それ

について再度確認します。そしてそういった部分におきまして、ただ先ほどから他の委員

も言われたように、でも 1 年 1 年、私どもは議員として市民からいろいろな声を聞いてい

るわけです。具体的にいうと、中の沢商業施設へのアクセスが、今バスがないから、団地

の人たちは歩いていくかタクシーで行くか、誰かに乗っけてもらうしかないわけです。そ

ういったものに関して、早くそういった路線の部分に関してはあそこまで、車の免許を返

上しなさいとか、いろいろなバスの千円、2千円チケットを出すといっても、実際あそこま

でバスが行っていなければ何の意味もないわけで、こういうものを早く進めなくてはいけ

ないし、あとＪＲとバスの時間の誤差というのかな、ＪＲが着いて、昔はちゃんと着いた

後にバスが出発する状態だったけど、それも今、非常にチグハグになっているとよく聞く

と思うんですよ。これはやはりある程度早めに、今まではそういったことを議会で話した

ら、1年 2年の中でどんどんどんどん進んでいったわけですから、それはそれで一応取り組

んでいただかなくてはいけないなと。また、先ほど言っているような恵庭市でやっている

エコバスのような、ああいうものに関しては国からの支援もいただかないと、作ったはい

いけどすぐ潰れるようなことだと困るから、そういったものに関してはもう少し長期でも

いいですけども、そういったメリハリをつけて、また今まで乗り合いタクシーもあったけ

れどもいつの間にか消えてしまいましたよね。だから規制緩和でできたこともあるんです

よ。そういうことも含めて、今、市民が望んでいることに対しての、一応ニーズに対する
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対応と、また今言った長期的な大規模な大きな改革と、これを一緒に進めていただきたい

と思います。その点についてお答えがあればお答えください。 

米の方ですけれども、これに関しては非常に今、いろいろなシンポジウムとかイベント

のことを具体的にお聞きしまして、非常にいいことだなと思います。そこで 1 つ、今まで

何かこういったものをするときに、必ずシンポジウムや講演を行うのは多いです。それは

一過性でぱっと終わってしまって何かやったなということで、それはそれでいいのですが、

ただ勉強だけしていてもだめなのです。勉強して、こうやって北広島はこんなに米に関係

あるまちだぞと対外的にもいろいろやって、それはそれで何回も何回もやっていますけれ

ども、今たまたま駅逓所の近くは大規模な歴史公園化しますよね。そういったものがある

程度、今見えている段階で、やはり北広島も今、地方創生の中で 31年までの色んな取り組

みの中で、今まで 79 万人の観光客を 100 万人にする計画を立てていますよね。今 80 万 7

千人と聞いていますけれども、そういった意味でもこれから観光に力を入れるのなら、や

はりただお勉強だけではなくて、これから造る歴史公園などそういうところに米の小さな

部分でもいいけれども博物館みたいな、人が集まるような、そういったものはお金がかか

るかもしれませんが、そういったものを取り込むような姿勢もあっていいのではないかと

思いますが、その点についてお答えください。 

 

田辺副委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 再質問にお答えいたします。まず公共交通網形成計画につきましては、交通事業者です

とか市民、あるいは道路管理者、行政、いろいろな主体が入った会議で、これまで議論を

重ねてまいりました。そうした中において、本年 3 月に案という形で一定の取りまとめを

終えたところでございますけれども、本計画案の中においては基本的な方向性ということ

で 4 つの方針を示しております。それぞれに施策が位置付けております。こちらについて

は先ほど来 5年というお話がございましたけれども、平成 34年度までの計画でありますけ

れども、当然 34年度に何か一斉に動くという仕組みではなくて、短期的な視点ですぐ取り

組むもの、あるいは検討を重ねて中期的に動いていくもの、そして長期的な視点を持って

考えていくもの、さまざまございます。そうした中において、例えば路線の関係で申し上

げますと、こちらについては市民と意見交換、あるいは各種調査の中において、夜間運行

の時間帯の不便さですとか路線のニーズですとかそういったものが示されております。そ

ういった市民の皆様の意見を踏まえて計画案の中に落とし込んでおりますけれども、それ

らについてはやはり一定程度実証という形で検証を行なった上で進めていく必要があると

考えておりますので、そういったものを踏まえますと、例えば 30年度にそういった検証を

重ねて、翌年度は動いていくための準備を進めていくですとか、施策によっては検証を重
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ねながら行うことが必要になってくると考えております。一方ですぐ進められる事業もご

ざいます。現にＪＲとの接続に関しては、昨年、団地線の冬のダイヤから可能な限り見直

しができるものについては進めております。そういったものは時間をかけずに、やれるも

のは事業者の協力も得ながら現在進めているところでございます。いずれにいたしまして

も本計画につきましては、計画を策定して、当然それの次のステップに向けてどういった

ものが市民の方に伝えられて、安心感を与えられてというところに繋がってくると思いま

すので、必要な情報は当然市民の方々と共有させていただきながら、引き続きこの計画案

についてはまず取り組みを、事業者あるいはいろいろな主体と連携しながら進めてまいり

たいと考えております。 

 

田辺副委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 再質問にお答え申し上げます。駅逓周辺整備の関係でございますけれども、今まさに関

係部局と連携して検討を進めているところでございますけれども、あの周辺は、今ご指摘

がありました米の関係も含めまして、中山久蔵ですとか駅逓所そのものの歴史であったり、

いろいろな歴史的な資源といいますかそうしたものがある地域だと認識しております。整

備の検討にあたりましては、そうした歴史ですとか地域の魅力を発信すると同時に、観光

スポットとしても訪れた方が楽しんで時間を過ごしていただけるような考え方のもとに、

さらに関係部局と連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

 

田辺副委員長  

滝委員。  

   

滝委員 

通告書では 2 件について通告しているのですが、お試し移住事業については予算額が減

った理由を聞いたのですが、先ほど小田島委員への答弁で 10 月終了とお聞きしましたし、

私も以前より見直しを要望していましたので、こちらは取り下げたいと思います。 

続いて空き家流動化促進支援事業についてお伺いいたします。こちらも 29 年度と 30 年

度の予算、約 900万円と予算額が変わっていないのですが、29年度の申請件数と 30年度の

見込みはということで通告したのですが、以前の総務常任委員会の中の報告で、29 年度の

申請件数は 30 件で 11 月に達成したとお聞きしましたし、またその 30 件のうち 23 件は新

たな住宅が建っているとお伺いしましたので、そこから質問させていただきたいのですが、

この 30件の地区別のそれぞれの件数をお聞きしたいのと、こちらとてもニーズがある事業
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ではないかなと思うのですが、今後拡大していくのかということと、11 月以降の申請者、

11 月でいっぱいになったということだったのですが、それ以降の申請希望者はいたのかを

まずお伺いします。 

 

田辺副委員長 

熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 ご質問にお答え申し上げます。まず 29年度の地区別の状況でございますけれども、東部

地区が 9件、団地地区が 13件、西の里地区が 5件、大曲地区が 3件となっております。29

年度につきましては、先ほどご指摘されましたように、11 月をもちまして予算枠の上限に

達しましたけれども、11月以降 2、3件程度、もう終わったのかという問い合わせはいただ

いております。次年度に向けましては、今年度 30件ということで実施いたしまして、終わ

ってから若干のお問い合わせはあったのですが、おおむね申請件数と予算の予定件数が均

衡していたといいますか、今年度に関してはおおむね要望にお答えできたのかなと考えて

おります。来年度につきましては、今年度ほぼ均衡が取れていたと考えておりますので、

詳しい潜在需要などというお話もあるかと思うのですが、まずは今年度と同様の 30件で実

施してみて、どのくらい需要があるのか、少ないのか多いのかを含めて、また 1 年実施し

た上で検証してまいりたいと考えております。以上であります。 

 

田辺副委員長 

滝委員。 

   

滝委員 

 以前、市の調査で市内に約 300 戸の空き家があるとお聞きしました。そのうち団地内は

大体 100 戸あるとお伺いしたと思うのですが、この 30 件のうち 13 件が団地地区というこ

とで大変多いと思います。解体事業 30万円の助成については、やはり空き家がなくなるこ

とは地域の活性化とか安全とか景観にもすごく良い方向に進んでいく事業だと思うので、

今後どんどん拡大していったらいいのではないかと思うのですが、この 300 戸の空き家の

方々に対して働きかけというか、ぜひ助成を受けませんかという働きかけはしているのか

含めてお伺いします。 

 

田辺副委員長 

熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 
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 再質問にお答え申し上げます。今、団地内への周知についてご指摘があったかと思うの

ですが、今たまたま、たまたまと言いますか、団地の件数が多くなっていることは事実で

ございます。団地の中の空き家の件数が比較的多いことも認識しております。この事業自

体市内全域を対象にしているということで、他の事業と同様、市民の皆様に広報紙やホー

ムページ、そういう方法で周知はしておりますけれども、特にその団地の、例えば空き家

の所有者の方に向けて特別何か別途で周知しているというところまでは実施しておりませ

ん。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 今後の考え方という中では、実は 28年度は 50万円 10件、29年度は 30万円 30件という

ことでやって、解体した後の土地利用を条件にしている中で、これだけ多くすぐに新たな

住宅が建って、次の若い世代に引き継げているということでいくと、金額に加えてやはり

効果が非常に大きいかなと考えております。従いまして今年度また 30件でスタートしてお

りますが、年度途中の状況を見ながら、状況に応じては議会の皆様にご審議をお願いしな

がら、今後の方向性については考えていきたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 私から 2 点通告しておりますけれども、中身については他の委員と重複しているところ

もありますので、その部分については省略させていただいて、聞きたい点だけ絞ってお聞

きしたいと思います。まずお試し移住事業です。71ページ、附属資料 50ページです。通告

では実績、利用者感想等と申しましたけれども、これについては先ほどもありましたし、

事務事業評価を拝見しましたので、簡単にお伝えいただければ結構です。それからそのと

きに、先ほどもありましたけれども、1次評価、2次評価ということで要検討となっていた

んです。そしてその中で事務事業評価の中を見ると、平成 29年の当初予算額では 142万円、

それから 30年度の推進計画額は 175万 2千円ということで積み上がっているんですね。29

年度要検討という中で数字が大きくなってきたということと、予算額との差異、これにつ

いてお聞きしたいと思います、まず 1点目のお試し移住についてはそれです。 

それから 2 つ目は、先ほども 3 名の方が質問しておりますけれども、総合運動公園の整

備事業についてであります。山本委員からは留保するという話がありまして、市民の 1 人

としては非常に残念だなと正直思っております。これはずっと歴史的な経過があった中で、
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先ほど理事者側からも説明があったとおり、この総合運動公園の用地については過去の経

緯、取得するという流れがあったやに聞いて、私も議員を目指すにあたっての公約の 1 丁

目 1 番地としてやってきたものなので、これについては私もぜひ推進していただきたいと

いう観点からお話させていただきますが、公園の取得についての、30 年度での取得する予

定の面積とか筆数、それから 31年度になるもの、その辺をお聞きしたいと思います。筆数

については 24 筆と伺っていましたので、その内訳で 30、31 はどんな予定になっているの

かを答えられる範囲で構いません。それから予算書で委託料 2,761 万 6 千円とありますけ

れども、この内訳についてお聞かせいただきたいなと、まず 1つ目、以上となります。 

 

田辺副委員長  

橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 島崎委員のご質問にお答えいたします。お試し移住事業につきまして実績と感想という

ことでお答えさせていただきます。これまでの実績につきましては、全国各地から 50組 124

人の方にご利用いただいております。利用者は 30 歳代から 70 歳代までと幅広く、その中

でも 7割が 60歳代以上となっております。利用者からはアクセスの良さや地域の方が親切

で環境が良いこと、また商業施設、公共施設が充実しているなどの感想が寄せられており

ますけれども、一方で冬期間の利用についてはやはり積雪寒冷ということもあり、考えて

いないという声もいただいているところでございます。事務事業評価につきましては、29

年度の評価で要検討となりまして、この内容につきましては、平成 30年度の予算、また 30

年度からの 2018 推進計画に反映されることになります。現在 2018 推進計画の取りまとめ

を進めておりまして、本年 3 月、間もなくですけれども、公表する予定としております。

その中において、要検討として示された内容を検討した結果が推進計画に反映されるよう

な仕組みとなっております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

ご質問にお答え申し上げます。今回の取得に関しましては都市計画決定をしております

36.7ヘクタールのうち、残りの未買収地、約 10.2ヘクタールを取得することとしておりま

すけれども、今年度、来年度、年度別の取得の面積等につきましては、今後の買収交渉等

に支障をきたす可能性があるため申し上げられないということでご了承いただければと思

います。 

委託料の関係ですが、内容といたしましては、土地の使用物件調査をこちらで予定して
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いるところでございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

島崎委員。 

 

島崎委員 

 お試し移住については承知しました。29 年度に市長選挙もあった関係で、その辺の推進

計画とのズレというようなこともちらっとは聞いておりましてので、その辺は先日お聞き

した内容で総合的に理解したいと思います。ただあそこの利活用については、今後あの動

線上の延長に東の里の遊水地が事業推進される予定になっていまして、その動線上という

こともあるので、そこの市有地について今後どういう将来像を見据えた利活用のストーリ

ー的なものがあるのかどうなのか、これも答えられる範囲で構いませんのでお聞かせいた

だきたいなと思います。 

それから総合運動公園ですけれども、今後買収についてのということについてはそうか

なということもあるので、とりあえずそこについてはわかりましたけれども、一応確認で

お聞きしたいと思います。先ほど来、熊田まちづくり担当参事からも他の委員に答弁あり

ましたけれども、私も承知している中では、平成 27年に国土交通省の補助が先導的官民連

携支援事業というものが選定されて、当市が応募した中で選定されたと。それで北広島総

合運動公園の整備運営事業についての調査として 1,490 万円がついたと思っております。

それは施設の維持管理も含めて、民間事業者の参入を、事業を行えるかということを調査

されたと認識しています。その調査費については 28年 3月だったと思いますが、北広島市

の総合運動公園等整備運営事業に関わる官民連携事業の導入検討調書という 200 ページく

らいの冊子がきちんとできていますよね。これについて理事者側でそれの中身をよくよく

検討された上でやっている中で、日本ハムファイターズのボールパークの誘致が入ってき

たと認識しています。それは実はそのもっと前からやっていたんですけれどね。それはい

いとして、何を言いたいかというと、当市の元々の運動公園用地の計画も当然、今言った

ような、策定された 200 ページにも渡るような調査結果を基に、粛々と私は、裏側という

か、検討されている結果の上でのこの歴史的な流れも含めた用地買収であると思っており

ますけれども、そういった中で、長年計画された上での用地買収として改めて認識したい

ので、見解を改めてお聞きしておきたいと思います。 

 

田辺副委員長 

橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 質問にお答えいたします。お試し住宅につきましては、ＪＲ北広島駅にも近接し、周辺
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にも新たな住宅が建設されるなど、住宅需要の高い場所と考えております。また第 2 種低

層住宅住居専用地区ということで、小規模な店舗等の活用も可能であること、加えて島崎

委員からもありましたけれども、東の里遊水地に繋がる市道南 9 号線の沿線にあり、そう

したことからも利用価値の高い公的不動産であり、利活用また処分も含め、速やかに検討

していきたいと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長  

川村企画財政部長。 

 

 

川村企画財政部長 

 総合運動公園用地の関係でございますけども、平成 27年に行いました官民連携調査、こ

れは 100％国費で今回やらせていただきましたけれども、その作業を進める中で、色んな事

業体とヒアリングを行っていく中で、日本ハムファイターズとの接触を持って、今回ボー

ルパーク誘致交渉が出てきたという流れがございます。一方で、総合運動公園という形の

部分につきましては、官民連携調査の中で、十分あのエリアで官と民が協力した上で、色

んな活用ができるという調査結果が出ているのも事実でございます。各委員に答弁したこ

との繰り返しになりますけども、やはり市側としては、そういった可能性を含む用地とい

うことで、過去の歴史も踏まえながら今回用地取得をさせていただき、あの土地をより市

民の方に有効な形で使っていただけるようなエリアにしていきたいという考えでございま

す。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

大迫委員。 

 

大迫委員 

2 点だけお聞きいたします。まず 73 ページの市街地活性化事業の空き家バンクについて

ですけれども、附属資料の中では市内の不動産事業者との連携を強化してやっていくとい

うことですが、どのような連携をしていく考えなのかお聞きします。 

69 ページのふるさと応援事業ですけれども、午前中の田辺委員の質問で、入りが 5,400

万円と答弁ありましたけれども、出はいくらなのか、収支はいくらなのか、お聞きいたし

ます。 

 

田辺副委員長 

 平川都市計画課長。 
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平川都市計画課長 

 大迫委員のご質問にお答え申し上げます。宅建業者などとの連携につきましては、まず

市内で営業している不動産業者のうち 5 者の宅建業者と空き地・空き家バンクに関する連

携協定を結んでいるところでございます。連携内容につきましては、宅地、建物の所有者

などから連携宅建業者へ売買などの相談があった場合に、市の空き地・空き家バンクへの

登録内容やそういったものの説明、登録物件の紹介などをしていただくこととなってござ

います。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 大迫委員のご質問にお答えいたします。ふるさと応援事業における収支につきまして、3

月 6 日時点の寄附額で申し上げます。寄付額につきましては約 2,400 万円、ここから返礼

品にかかる費用約 1,100 万円を控除すると、実質収入は約 1,300 万円となっております。

一方、他自治体へのふるさと納税による影響額について、本市の平成 29年度市民税からの

寄附金控除額は約 2,080 万円であり、約 700 万円市民税からの控除額が大きい状況となっ

ております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 空き家パンクは 5 者との連携ですけれども、これは市のホームページのバンクを見ます

とやはり件数が少ない、いつも少ないですけれども、これどのような形で登録、どういう

形でアップするのかと、市はどこに空き地や空き家があるかは全部わかっているはずです

ので、その方たちに対して売りませんか貸しませんかというアプローチはどのようにして

いるのかお聞きします。 

ふるさと納税については 700 万円の赤字ですね。当市も返礼品を用意して、出るばかり

ではなくて回収しなければいけないということで皆さん頑張ってここまでやってはきてい

ますけれども、あと 700 万円どうにか回収しなければいけないということで、北広島のふ

るさと納税を利用しているのはどのような方なのか。市内の方なのか市外の方なのか。ど

んなコメントがあったり、その評価や状況がわかれば教えて下さい。 

 

田辺副委員長 

平川都市計画課長。 



H30.3.7【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

49 

 

 

平川都市計画課長 

 お答え申し上げます。まず空き地・空き家バンクへの登録でございますけれども、買い

たいとか売りたいというご相談が市に入りまして、その中で申込書を提出していただいて

おります。また資料といたしましては、登記事項証明書、配置図、間取り、こちらは売り

たいという方の状況になってございますけれども、そういう状況をクリアした中で、市の

ホームページにアップしている状況になっております。次に登録物件が少ないということ

でございますが、最近、売り物件がとにかく少なく、連携宅建業者へは買い希望が多く寄

せられ、特に駅周辺の物件などはすぐ売買が成立してしまう状況となってございます。ま

た、土地、建物の所有者の方は、大型事業の進展を見ているとか、今後の動向を見ながら

判断するということで、特に売り物件が少ない状況となってございます。空き地・空き家

の所有者に対するアプローチにつきましては、毎年発送される固定資産税の納税通知書へ

バンクの案内チラシを同封しましてＰＲを行っているところでございます。以上でござい

ます。 

 

田辺副委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 ふるさと応援事業に関する再質問にお答えいたします。ふるさと応援事業、寄附の傾向

でございますけれども、寄附をいただく方は約 5割が関東圏にお住まいの方となっており、

続いて近畿圏、そして中部圏となっております。また寄附いただける品目、種別ですけれ

ども、1 万円の寄附がやはり最も多くて、約 82％が 1 万円の商品となっております。以上

でございます。 

 

田辺副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 空き家バンクについては了解いたしました。 

ふるさと納税についてですが、このふるさと納税を利用するのは収入だとか身分だとか、

そういうのが一切関係なく使えるのですが、他の自治体などの話を聞きますと、他の自治

体の、そこの自治体の職員で利用している方もいるということで、利用されればやはり自

治体の収入が減っていくと、表に出てしまうことがありますけれども、北広島においては

市の職員は使っている方がいらっしゃるのか。いらっしゃるなら利用額はどれくらいにな

っているのか、わかれば教えて下さい。  
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田辺副委員長 

川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 現在、うちの職員が他自治体への寄附ということに関しては、寄附行為に関しては市側

で一定の規則、いわゆる制限等はかけられない状況なので、調査していないところでござ

います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 通告にしたがって質問させていただきます。まず 1 番目が大学連携推進事業、73 万 8 千

円。予算書の 67 ページ、附属資料が 25 ページです。市と大学の結びつきを一層高めて、

市の活性化に繋げていくため、若者の意見、発想を取り入れ、新しいまちづくりの力とす

るためという視点から質問させていただきます。これまでの自主的な地域活動に対する補

助金交付金とするほか、大学と共催でイベントを開催とございますが、その具体例をお知

らせください。 

続きまして子育て世代マイホーム購入サポート事業。予算書 69 ページ、附属資料 46 ペ

ージ。強力な定住促進政策にするためという視点からお聞きいたします。ファーストマイ

ホームの事業効果はどうであったのか。これまでの経過と今回の事業の意図について質問

いたします。 

 

田辺副委員長 

 橋本企画課長。  

  

橋本企画課長 

 稲田委員のご質問にお答えいたします。大学連携推進事業につきまして、星槎道都大学

との共催による、連携している事業ということで、本市とは平成 25年度に連携協定を結ん

でおりまして、その取り組みの 1 つとしてキタヒロ軽音フェスということで、高校生を対

象としたバンドの演奏について共催で開催しております。今年 1 月に開催いたしまして 6

回目となるのですが、全道各地から 14 校 25 バンド、来場者、関係者含めまして約 500 人

の方が芸術文化ホールにお越しいただきまして、そういった事業を共催で行っているとこ

ろでございます。 

次に子育て世代マイホーム購入サポート事業ですけれども、本制度は今年 1 月から実施
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しておりまして、従来のファーストマイホーム支援制度に代わり新たな制度、内容を一部

見直しまして進めているところでございます。この取り組みは総合戦略に位置付ける事業

でありまして、総合戦略策定時に議論がございました、例えば今回子どものいない世帯、

ご夫婦だけの世帯についても対象にするなど要件を拡大しておりますし、新たな制度にお

いては親と世代との同居、近居、また特に人口減少が進む団地地区への誘導、そういった

新たな視点を加えた定住促進を進めるとともに、将来を見据えた税収というところも踏ま

えて取り組みを進めているところでございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 キタヒロ軽音フェスですけれども、共催ですけれども、これに対しての実質的な支援を

金額でお示しください。 

続いて新しい子育て世代マイホーム購入サポート事業でございまして、これは前回のフ

ァーストマイホーム事業と比べると非常に、おじいちゃんおばあちゃんが一緒に暮らせる

とかいろいろな柔軟性が出てきて、非常に使いやすい購入サポート事業だと思います。し

かし前回と同じくまた 3,500 万円の予算が上げられております。昨日テレビで皆さんご覧

になったかと思いますけれども、今、千歳市の人口が非常に増えておりまして、日本一の

マンモス校だと千歳市の北陽小学校が紹介されておりました。小学校で学級数が 40、児童

数が 1,409 人ということです。この理由は何でしょうねというインタビューで、やはり子

育て支援がとても良いということと、札幌のベッドタウンであるというコメントが来たの

ですが、札幌のベッドタウンであるならば我がまちもＪＲで 15分ですし、それなのに千歳

市や恵庭市が人口増を図っている。この今回の子育てマイホーム購入サポート事業は本当

に安心して子どもが育てられる、そしておじいちゃんおばあちゃんも自分の子どもが、孫

がそばにいるとありがたいということで素晴らしい事業だと思います。前のファーストマ

イホーム事業のときも言いましたけれども、なぜ小出しにするのだと。これをどんと出し

たら、今色んな意味で北広島は注目されておりますし、やはり大きなシティセールスにな

ると思います。それでなぜその事業費を拡大できないのかをお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 再質問にお答えいたします。まず大学連携推進事業における星槎道都大学との事業、キ

タヒロ軽音フェスは共催で行っておりますけども、市は軽音フェス開催に必要となります
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例えば音響や照明、そういった部分の委託については市で負担をしておりまして、あと会

場使用料なども共催ということもありますので、かからない形で進めているところであり

ます。 

子育て世代マイホーム購入サポート事業ですけれども、近隣自治体とは地域特性が異な

りますので単純な比較はできないのかなとは思いますが、新たな本市の制度でありますこ

の子育て世代マイホーム購入サポート事業につきましては、金額の話もあるかと思います

けども、従来 50万円定額でございましたが、今回は加算要件を設けていまして、それらを

踏まえますと最大で 70万円ということで、基準額が 30万円で、加算を加えて最大 70万円

という形になりますので、この事業費に関しては近隣で行っている自治体もいくつかあり

ますけれども、多少インパクトのある数字ではないかなと考えております。引き続き子育

て世代、ターゲットとなります方々に対してはこういった制度を周知していきたいと思い

ますし、本制度だけでなく子育て支援の充実ですとかあらゆる施策を進めていって、最終

的に北広島に住んでいただければということで引き続き取り組みを進めていきたいと思い

ます。 

 

田辺副委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 まずキタヒロ軽音フェスですけれども、今年で 6 年です。集客それから参加者も大変多

くて、しかも高校生のバンドがたくさんいらっしゃるということで、東川町で写真甲子園

という事業を行っております。このキタヒロ軽音フェスは星槎道都大学の 15名の実行委員

の皆さんが一生懸命やっていて、最初の年から見せていただいておりますけれども、最初

は進行なんかもとても苦戦していらっしゃったようですけれども、毎年毎年膨れ上がって、

これは本当に文化発信地として北広島が育てていかなければならない大切な事業ではない

かと思います。東川町の場合も、初めは写真甲子園というのはイベント会社に企画をお願

いしたそうですけれども、イベント会社から局地的な観光施設ではなく、町全体が強い発

信力を持ち、価値あるものに変革しなければ目的が達成されないと言っておりまして、私

はこのキタヒロ軽音楽フェスはダイヤモンドで言えば原石だと思うのです。素晴らしいこ

とだと。しかも若者が取り組んでいるということで、これは市が積極的に支援していただ

きたいと思います。 

それから子育てマイホーム購入サポート事業ですけれども、近隣の市町村の動向を見て

というお答えがありましたよね。いいんでしょうかね。そう言っている場合ではなくて、

今、団地は本当に大変な時にあります。高齢化が加速度をつけて進んでおります。その中

にあって、こういう表現はまずいのかもしれませんが、まちを蘇らせるためになりふり構

わずという言葉は適切ではないかしれませんけれども、みんなで知恵を出し合って頑張ら
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なければならないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 まず先ほどの星槎道都大学の関係ですけれども、この機会を通して、当初の目的は当然

高校生の活動もそうでしたけれども、市外の方の高校生も含めて地域に来ていただくとい

うことの発端で大学と進めたもので、今 6 回目、人数も多くなって、私も 1 回目からかか

わっている者としては成長してきているかなと思っております。ただ少し残念なのが、ま

だ地元の高校の参加がないものですから、そういった形で地元の高校ともこれからいろい

ろと話をしていく必要があるかなと思っております。 

それから先ほど子育て世代マイホーム購入サポート事業にかかわらず、やはり今、色ん

な意味で色んな施策を横断的に打っている状況だと思います。新年度予算につきましても

こういった目に見えるスケールの大きい事業に加えて、低所得者対策であったり子育て支

援であったり、色んなことを複合的に打ってやっていると思います。ご指摘のお話は、や

はりそういった施策をどうやって外側に発信していくかということで、私はどちらかとい

うと、予算の規模、金額よりもこうしてやっている事業をどのように周知していくかが問

われていると思っておりますので、今、そういったご趣旨をしっかり踏まえまして、引き

続き周知、ＰＲに努めていきたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 3 点ほど簡潔にお聞きします。いくつか用意したのですが既に重複しているも

のもありますので、そこは省いていきます。 

最初に市民交流広場整備事業、67ページ。午前中、鈴木委員からも質問が出ましたので、

ちょっと違う角度で。広場完成後の所管はどこになるのか。実際のところイベントの使用

ということからいけば観光振興課、また市役所に隣接していることからいけば総務課、そ

れとも現在準備を進めている企画財政部で運営するのがいいのかどうかも含めて、この完

成後はどうなっているのか、決まっているのかいないのか、まずお聞きします。 

それから 2 点目、広報活動経費委託料、75 ページ。総務省はホームページのバリアフリ

ー化においてＪＩＳ規格でＡＡを目標に整備するように求めております。このホームペー

ジのＡＡといいますが、1つは視覚障がい者のために声の大きさや読む速さを 5段階で指定

できる、活字の音声読み上げシステム、また最大 600％までの画面の拡大機能、表示画面の
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色反転、こういうことがＪＩＳ規格で決まっているわけでありますが、障がい者差別解消

法という法律の中で、障がい者への合理的配慮ということで、総務省は昨年ホームページ

のバリアフリー化に関する講習会を全国各地で開催、各自治体に対してホームページの閲

覧のしやすさをＪＩＳのＡＡを目標に整備するように求めておりますが、本市のホームペ

ージはどのような状態なのかをお聞きいたします。 

3 点目、広報紙発行事業、75 ページ。広報きたひろしまは皆さんご存知のとおり新聞 4

紙に折り込みを基本とし、新聞を取っていない方のためにシルバー人材センターで申し込

んだ市民へのポスティング、この両方で市民に配布されています。最近の新聞報道により

ますと、今、スマートフォンやパソコンの普及によりまして新聞購読世帯は約 5 割と言わ

れております。そうしますと我が市におきましても、広報誌の配布率、この新聞で折り込

みとシルバーのポスティングで実態として世帯の何％ぐらいに広報が届いているのか。こ

の辺の説明を求めます。 

 

田辺副委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。市民交流広場の完成後の所管については、完

成後に例えば公園として管理するのか、あるいは別途条例によりいわゆる広場として管理

するのかといった位置付けも含めまして、現在関係課と協議を行っているところでござい

ます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

平澤政策広報課長。 

 

平澤政策広報課長 

 ホームページのバリアフリー化、それから広報紙の配布の関係についてお答えいたしま

す。まず障がいがある方などホームページの操作性の確保、いわゆるバリアフリー化の取

り組みについてでございますけれども、昨年度、5月に当市の公式ウェブサイトの運用ガイ

ドラインを国が示すバリアフリー化に適合するように改定いたしました。そして 6 月には

職員を対象としたバリアフリー化の研修を実施いたしまして、今まで職員の手によりホー

ムページのバリアフリー化の対応を図ってきたところであります。しかしながら新たに作

成するページ、あるいは手直しをするページについては、おおむね対応が図られていたと

ころでありますけれども、過去に作成した大量のページにつきましては、なかなか対応が

追いつかないということがございます。来年度予算にこれらの解消のための委託経費を計

上してございます。この委託によりまして、来年度中にはＪＩＳの適合レベルＡＡを達成
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できるともの考えております。 

続きまして広報紙の関係でございます。広報紙の配布率についてでありますけれども、

広報紙の配布部数ですね、市内の全世帯で割り算するという方法で概算ではありますが配

布率を計算いたしますと、平成 27年の国勢調査の世帯数が 2万 3,511世帯、同じ時期の新

聞及びシルバーによる配布部数が 2 万 2,800 部ということになりまして、これを割り算い

たしますと、概算の配布率 97％ということになります。なお新聞につきましては、企業に

配布されている部分もあり、若干これよりも率は下がると考えられますけれども、広報に

ついては先ほどの配布のほかに市役所や出張所など公共施設で配布している部分もござい

ます。こういったことを考えると、おおむね 90％台の半ばぐらいで世帯に届いているので

はないかと考えているところであります。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。市民交流広場に関しましては、これから所管をいろいろ検討するにしま

しても、とにかく利用する団体の使い勝手のいいような仕様にぜひ配慮していただきたい。

そういう意味では、初期投資がかるようなケースもあるかもしれませんが、そういうこと

も含めて市民からこうしてほしかったのにみたいな注文が来ないように、なおかつ利用し

やすい、そういったことを十分配慮して意見を収集していただきたいと思います。その件

についていかがでしょう。 

それから広報に関してはわかりました。問題は新聞 4 紙といっても中には新聞を複数紙

取っている家庭もあれば、また企業に入っている部数もあるということから、一度実態調

査はしてもいいのではないかと思っております。そういう意味では、たしかにホームペー

ジで市の情報を得ることも簡単になっておりますけれども、ホームページに接しない市民

の方もいることもありますので、そういうことを含めて、今すぐに広報の折り込みを見直

すことは必要ないと思いますけれども、1つの実態調査、実質どの程度市民の方に行き渡っ

ているのか含めて、この辺の調査が私は必要ではないかと思うのですが、見解をお聞きし

ます。 

 

田辺副委員長 

熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

再質問にお答え申し上げます。市民交流広場の関係でございますけれども、こちら今コ

ンセプトのほうでも多目的な利用に使える、イベントなどにも利用できるような広場とい
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うことで設定しております。従いまして、市民の皆様や団体の皆様が使いやすい施設にす

ることが本当に必須の重要な条件だと考えてございますので、今後の実施設計とあわせて、

関係団体の皆様ほか関係者の皆様から意見を頂戴しながら、使いやすい施設に向けて整備

を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 平澤政策広報課長。 

 

平澤政策広報課長 

 再質問にお答えいたします。新聞を 2 部以上取っている世帯もあるのではないかという

ことでありますが、確かにそれもあるかと思います。その一方で 1 つの住宅に親子で 2 世

帯住んでいる場合など、節約のために新聞を 1 部しか取っていないなど共用している世帯

もあるのではないかと思っております。いずれにしてもこちらについては正確な数値が把

握できないということで、今後市の中でも、選挙公報などポスティングを行っているとい

う話も聞いておりますのでそういったものと比較をするなどして、実態について調べてい

きたいと考えております。以上であります。 

 

田辺副委員長 

以上で総務費のうち総務管理費の財政管理費、会計管理費、情報化推進費のうち財政情

報公開事業、契約管理費、企画費の企画総務費、都市計画調査費、広報費、交通対策費の

うち生活バス路線確保対策事業、生活バス路線利用促進事業、市民生活費のうち男女共同

参画推進事業、市民協働推進事業のうち市民協働推進事業、市民参加推進事業、統計調査

費、民生費のうち児童福祉費、児童母子福祉費のすこやか子育て支援事業のうち出産祝い

金支給事業、公債費、諸支出金、予備費、継続費、債務負担行為、地方債の質疑を終了い

たします。それでは午後 2時 40分まで休憩といたします。 

 

休 憩  午後 2時 29分 

再 開  午後 2時 40分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に総務費のうち総務管理費の一般管理費、文書費、施設管理費のうち施設管理経費、

車両管理費、職員研修費、職員福利厚生費、公平委員会費、防災費、情報管理費、財政情

報公開事業を除く情報化推進費、徴税費、選挙費、監査委員費、職員費の質疑を行います。 

板垣委員。 
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板垣委員 

予算書 56 ページから 57 ページにかけての施設管理経費についてお伺いいたします。中

身としてここにありますのは、施設等維持管理委託、清掃委託、警備委託、保守・点検・

整備委託等でありますけれども、これらの委託について新年度行われます外構の整備に伴

う内容は別といたしまして、委託業務内容、あるいは契約方法等についての変更はあるの

かどうかお伺いします。  

 

 

田辺副委員長  

杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 新庁舎での維持管理にかかる各種委託の主な変更点につきましてお答え申し上げます。

まず庁舎設備保全業務というのがございます。こちらは 1 年保証が終了します真空温水ヒ

ーターですとか空調ポンプの点検、清掃を追加しているところであります。また清掃業務

につきましては、外構にかかる敷地面積を考慮したものとしているところであります。こ

のほか庁舎の空調等の自動制御機器、こちらも保証が終了しますので、委託を追加してい

るところであります。契約期間につきましては、新庁舎にあたってはまだ確定していない

部分があるとか、不具合とかが出る可能性があるということで、1年度の契約としておりま

したが、今回からは 3年間の長期継続契約としたところであります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 長期継続契約にしたとのことですが、この契約が 2月 22日に入札が行われて、落札業者

が決まって契約となっていますよね。なぜこの 2月 22日、この予算審議が終わる前に早々

とその契約をされているのか、その辺のところをお伺いいたします。 

 

田辺副委員長 

 杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 入札等の時期についてでありますけれども、長期継続契約につきましては 4 月 1 日から

業務の履行をお願いする契約となっております。こちらにあたりましては、北広島市の長

期継続契約を締結することができる契約を定める条例ですとか、これに基づく要領により
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まして、予算の示達があった時点で契約事務を進めることができるとされておりますので、

そのような取り扱いをしたところであります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

板垣委員。 

 

 

板垣委員 

 要領は、ホームページで見ることができないわけですけれども、きちんとそれは定めら

れているのですか。それでその要領の中に他市町の要綱には確かにあるのですが、その長

期継続契約については債務負担行為にしなくてもいいし、市長の意向が確認されれば予算

審査が終わる前でも契約できるというようなことにはなっているというように承知してお

りますけれども、当市の私どもが見ることにできない要領などにおいて、きちんとその点

が定められているのでしょうか。お伺いいたします。それからもう 1 つ、2 月 22 日に入札

が行われましたけれども、この入札契約額と予算との関係についてお伺いいたします。 

 

田辺副委員長 

杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 北広島市長期継続契約に係る契約締結事務取扱要領というのを平成 18 年 11 月 1 日から

施行をしております。この中で予算の示達後ということを書いております。ホームページ

の掲載については申し訳ありません、直接の所管課ではないものですからそこまでは確認

しておりませんが、内部職員は全て見られるようになっております。また予算と入札の結

果というところですが、今回長期継続契約ということで 3 年間の契約となっております。

業者は 3 年間ということで、その間の賃金の上昇等を見込まれて契約されているものと考

えております。29 年度の金額と比較しますと、例えば清掃ですとか警備ですとか、いずれ

の業務も月額に換算しますと、やや高い金額で契約をしたところであります。以上であり

ます。 

 

板垣委員 

 具体的に言ってください。予算と契約額を。 

 

田辺副委員長 

杉山総務課長。 
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杉山総務課長 

 まず清掃委託についてでありますが、予算は 2,796 万 8 千円となっております。これに

対しまして入札額は 2,462万 4千円でございます。警備委託につきましては予算額が 1,283

万 1千円、これに対しまして契約額は 1,166万 4千円となっております。以上であります。 

 

板垣委員 

もうないですね。じゃあ質問を留保いたします。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 私から 2点お聞きしたいと思います。まず職員研修費でございますが、予算書 59ページ、

附属資料 49 ページでございます。職員研修というのは、公共サービスを行っていく中で、

市民に対していかに適確にそのサービスを提供するかということでは非常に対応も含めて

重要なことだろうと思います。新年度、特に研修の中で目玉となる研修を考えていらっし

ゃるのかどうなのかをお聞きしたいと思います。 

それからもう 1つ、防災費でございますけれども、63ページ、附属資料の 29ページはご

ざいますけれども、防災資機材の整備事業でございます。説明のくだりに福祉避難に関わ

る防災資機材、30 年度が最終年でございますけれども、計画どおり防災資機材の整備が行

われるのかどうか。また追加を検討する資機材があるのかどうなのか、お聞きしたいと思

います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 佐藤職員課長。 

 

佐藤職員課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。職員研修についてでございますが、少子高

齢化、人口減少社会の到来ですとか、価値観やライフスタイルが多様化しておりまして、

地方自治体を取り巻く環境が変化しております。そんな中で多様化し高度化する市民ニー

ズに対応するまちづくりを進めるためにも、職員一人ひとりが高い能力を身につけ強い意

欲を持って仕事に取り組むことが求められております。毎年その中でもいくつかの重点項

目、例えば世代交代への対応ですとか、主体的に学ぶ職場づくり、政策形成だとかマネジ

メント能力の向上、心の健康づくり等、重点項目を掲げて、地方分権時代に対応できる人

材の育成に向けて、専門講師を招いた研修ですとか、外部機関への派遣、国や他自治体へ

の派遣だとか、自己啓発の支援を行っているところであります。30 年度については目玉と
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申しますか新しく取り組むものとしましては、昨今働き方を巡るさまざまな議論ですとか

取り組みがなされているという状況を踏まえまして、部下と仕事を管理する能力の向上を

目的とした管理職向けの能力向上研修ですとか、仕事に対する意識の改善、こういったも

のを目的としました働き方に関する研修を新たに予定しているところであります。また、

市民対応、接遇に関する研修につきましては、これまでも実施してまいりましたが、今や

っている研修内容が複数年かけて一通り全職員が受講しましたことから、内容を少し見直

しまして、さらなる接遇の向上に向けた研修を実施していきたいと考えております。以上

でございます。 

 

田辺副委員長  

及川防災・庁舎建設課長。 

 

及川防災・庁舎建設課長 

 私から福祉避難所の備蓄品についてお答え申し上げます。福祉避難所における防災資機

材の整備状況についてでございますが、北海道地域づくり総合交付金を活用し、各施設か

らの要望に基づき、平成 28 年度から 30 年度までの 3 ヵ年で 1 施設あたり 150 万円を限度

として整備を進めているところであり、当初の計画どおり平成 30年度内に整備を完了する

予定となっております。なお、施設側からの要望が多い防災資機材といたしましては、備

蓄品物置や発電機、ポータブルストーブ、ジェットヒーター、投光機、簡易ベッド、簡易

トイレ、保存食料品となっているところであります。また、各施設から要望のありました

防災資機材につきましては、平成 30年度をもちまして全て整備を完了する予定となってお

り、施設側からの追加要望につきましては現時点においてはございませんが、今後、追加

要望等が生じた場合につきましては、施設側と十分協議のうえ、必要に応じて予算の範囲

内で対応することになるものと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長  

小田島委員。 

 

小田島委員 

再質問でございますけれども、研修の関係ですね、新しく取り組む中ですね、部下との

仕事のコミュニケーションの関係、意識啓発の関係、いろいろございましたけれども、外

部講師を招いての研修も必要だと思いますけれども、やはり色んなその中で、北広島に特

化したような必要に応じた研修というのも、もしかして発生することがあるかもしれませ

ん。職員構成も若い方がいらっしゃるので、なかなか財務関係でも見てもですね、なかな

か検証できないのとか色んな課題もあろうかと思いますけれども、そういうこともひっく

るめて、ぜひそういうものを取り入れて、市独自の研修だとかそういったことも拡大して
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いただくことを要望しておきたいと思います。 

それから防災資機材の関係、30 年度でほぼ終わるということで、今おっしゃっていまし

たけれども、資機材を置いたけれども、備蓄というかその置く場所がないという話も少し

されておりましたけれども、その関係についても全て 30年度で資機材を配置した物を入れ

ておく所は確保されているということでよろしいのかどうかということと、資機材等もあ

りましたので、今度あの福祉避難所としての受け入れ態勢というのが、人的なものなども

あるのかもしれませんが、関連してお聞きしますけれども、あるかもしれませんので、ぜ

ひその辺を早急に整理されて、今、12 の避難所の設定でございますけれども、今年度末ぐ

らいにはどの何箇所くらいが受け入れＯＫになると把握しているのか、その辺もあわせて

お聞きしたいと思います。総合防災訓練もありますので、福祉避難訓練みたいなものもぜ

ひ検討していただければありがたいと思いますけれども、その辺の考え方をお聞きします。 

 

田辺副委員長 

及川防災・庁舎建設課長。 

 

及川防災・庁舎建設課長 

 ただいまのご質問は 3 点あったと認識させていただきます。まず資機材を備蓄する場所

につきましては、平成 27年度から協議を行っておりましたが、室内等に備蓄する場所がな

い場合には、まず備蓄用物置から整備するということで順次行っております。従いまして、

購入しました備蓄品につきましては全て保存する場所はあるのが現状でございます。続き

まして受け入れ可能な施設ということでございますが、既に現時点におきまして、受け入

れにつきましては可能な状況となっております。しかしながら災害の規模ですとか、状況

によりまして、施設の職員の皆様が間違いなく職場に来ていただけるのか、そのような受

け入れ側の状況もございます。今後につきましてもそういうところの体制について、施設

側と綿密に協議を進めてまいりたいと思っております。次に総合防災訓練での避難所、福

祉避難所の活用についてでございますが、現在総合防災訓練の訓練内容につきまして検討

を進めているところでございます。ただいま、小田島委員からご発言のありました内容に

つきましても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。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

私からは総務費の総務管理費、教育再生首長会議負担金、予算書では 53ページ、附属資

料では負担金の方に入っていますけれども、52 ページですけれども。教育再生首長会議の

参加の負担金ということで予算が計上されているわけですけれども、この会議の目的、会
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議への参加経緯ですとか理由、それから道内自治体でどの程度参加されているのかをお聞

きします。なぜこのようなことを聞くのかといいますと、教育再生首長会議の事務局とい

うのは、教育再生を進める全国連絡協議会という団体なのですが、実はこの事務局が置い

てあるところが日本会議と密接に関連する団体だということでございます。この団体は先

の戦争が侵略戦争ではなかったですとか国防軍を日本に創設しようですとか、男女共同参

画条例を作ることに反対するとか、非常に今の北広島市の市長の政治理念とあわないと言

いますか、それに参加することによって誤解を生むのではないかと思われるので、その辺

のところの経緯についてお聞かせ願いたいと思います。 

それともう 1 つ、61 ページの総務部の防災費、自主防災組織育成事業についてですけれ

ども、自主防災組織の育成対策についてこれまで取り組まれてきたと思うのですが、これ

までの組織状況と、当面組織化の目標というものがもし定められているのであれば、その

目標、どれくらいまで達成しているのか。それを踏まえて今年度のどこまで進めていくの

か、それに向けて自治会等への周知強化の取り組みもどう行っていくのかという辺り、お

聞かせ願いたいと思います。 

 

田辺副委員長 

岡秘書課長。 

 

岡秘書課長  

山本委員のご質問にお答えいたします。まず教育再生首長会議の目的についてでありま

すが、平成 26年 6月に、全国市長会の会長であります山口県防府市の松浦市長を初代会長

として設立されました。参加の理由につきましては、平成 18 年に約 60 年ぶりの教育基本

法が改定されるなど、近年、教育を取り巻く状況が変化し多様化している状況にございま

す。また平成 27年 4月には教育委員会制度の改定い伴い、教育行政における市町村長の役

割や責任が明確かつ大きくなったところであります。基礎自治体の首長がさまざまな角度

から意見交換や情報交換を行い、連携を図るといったこの会議の趣旨に賛同いたしまして、

また全国的にさまざまな各地区で具体的な取組事例や懸案事項への対応など、本市の教育

行政、教育施策に資するさまざまな知見が得られると考え、参加する事としたところであ

ります。道内の自治体の参加状況でありますけれども、本市を含めまして 4市ございます。

網走市、千歳市、登別市、そして北広島市になっております。山本委員からご質問があり

ました日本会議との関連については、たしかに教育再生首長会議の事務局は教育再生を進

める全国連絡協議会、こちらの方に事務所は置くことになっておりますが、そちらの活動

については、現在、特段承知をしていないところであります。考え方ではあるのですが、

教育再生首長会議、こちらの中で、山本委員がおっしゃったように、さまざまな意見や教

育に関する考え方がおそらく出されることもあるのかなとは認識しております。ただこれ

らに左右されることなく、首長として北広島市の教育を考える責任者として、引き続き教
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育環境の充実に努めてまいりたいと考えております。以上です。   

 

田辺副委員長  

及川防災・庁舎建設課長。 

 

及川防災・庁舎建設課長 

 私からは自主防災組織の育成対策につきましてお答え申し上げます。現在、本市におけ

る自主防災組織の組織率は 70％を越えており、全道平均約 54％、石狩振興局管内平均約 62％

の組織率をいずれも上回る状況となっております。現在、組織率の具体的な数値目標は設

けていないところでございますが、今後につきましてもさまざまな機会を捉え、町内会や

マンション管理組合等に対し設立を働きかけてまいりたいと考えております。また自主防

災組織につきましては、災害発生時において共助の中心的な役割を担う組織として効果的

に機能していただくことが最も重要でありますことから、市といたしましては、今後につ

きましても、自主防災組織育成事業によるハード面での支援や、各種出前講座等によるソ

フト面での支援を自主防災組織に対し引き続き行ってまいりたいと考えております。以上

でございます。 

 

田辺副委員長 

山本委員。   

 

山本委員 

まず教育再生首長会議の件ですけれども、いろいろな考え方を持っている方が集まって

議論することは良いと思うのですが、ただ先ほど事務局の団体について承知していないと

いうことですが、実態としては日本会議とのつながりが非常に多いということで、いくら

いろいろ情報交換するといっても、そういう事務局のところでいろいろやるということは

非常に誤解を招くと考えるわけです。実際に全国的にも入っている団体は非常に少ないし、

道内でも本市も含めて 4 市という状況なので、やはり会議の参加については再考した方が

いいのではないかと思いますが、事務の方にその辺の判断はなかなか難しいと思います。

これについては留保して市長に直接にお伺いしたいと思いますので、総括に送りたいと思

います。 

それから自主防災組織の件ですけれども、70％ということで非常に高いとのことですが、

いろいろ聞きますと、自主防災組織を作るということのメリットといいますかね、やはり

その通常の自治会組織でいろいろやっていくので足りるのではないかというご意見も結構

多々聞くんですよね。先ほどハード面ですとかソフト面で支援ということが言われました

けれども、自主防災組織を作るメリットといいますか、具体的に自治会で何か災害があっ

たときに自治会の組織を使っていろいろやっていくことと、新たに、同じになるかもわか
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らないけれど、わざわざ自主防災組織を作るということによるメリットといいますか、実

態は変わらないけれども、新たに作った方がいろいろな面できちんとメリットがあるんだ

というところが実際にあるのかどうか、その辺のところ教えていただければと思います。 

 

田辺副委員長 

及川防災・庁舎建設課長。 

 

及川防災・庁舎建設課長 

山本委員の再質問にお答え申し上げます。自主防災組織を結成することのメリットとい

うことでございますが、山本委員がおっしゃいましたとおり、たしかに町内会等での単位

でありますと、町内会の防災班とかが自主防災組織と同じような役割を果たしていただけ

るものと期待されるところでございます。ただ、自主防災組織と申しますのは町内会単位

だけではございません。会社単位でも結構でございます。また、町内会が非常に大きい、

規模の大きな町内会であれば、自主防災組織を、町内会を 4 等分して、それぞれの顔が見

える範囲で自主防災組織を各々作っていただくとか、そういう工夫をしていただくことに

よりまして、より実践的な活動を行っていただけれるのではないかと考えているところで

ございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

山本委員 

 

山本委員 

今の説明である程度わかりました。ハード面とかソフト面の支援、それからソフト面の

ところでいうと、なかなかその町内会の方での、例えば特別にサポートしなければいけな

い、お年寄りですとか体の不自由な方の名簿ですとかそういうものが町内会できちんと押

さえられない場合でも、市役所でなかなかその個人情報という形で提供できないとかそう

いういろいろな面があるのですが、自主防災組織という形になればハード面、ソフト面で、

それからそういうその名簿の提供だとかそういうところで、優遇措置というわけではない

ですが、支援体制みたいなものがきちんとできると言えるということになっているのでし

ょうか。そうであれば、むしろそういうきちんとその規模を小さくするとかそういうこと

もありますし、こういうメリットがあるんだよということで逆に色んな方に言っていける

のではないかと思うのですが、その辺のところはどうでしょう。 

 

田辺副委員長 

 及川防災・庁舎建設課長。 
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及川防災・庁舎建設課長 

 非常に抽象的な答弁になってしまうかもしれませんが、いざ災害が起きたときの対応の

方法としましては、まずは自助、そして周りに住んでいる皆さん方での共助、そして私ど

も公の自治体による公助というものがございます。実際に大規模な災害が起きた際には、

公助の力ですぐに被災者の皆さんの援助に回れるというものではございません。やはりま

ず自助、ご自身で日頃から準備をしていただき、そして顔の見える範囲ぐらいで自主防災

組織を作っていただいて、あそこの家には足の不自由なお年寄りがいるとか、出産のため

に娘さんが帰ってきている家があるとか、そういう細かい情報をぜひそういう自主防災組

織の中で共有していただいて、いざ災害が起きたときには共助の力である一定の期間乗り

越えていただく必要がありますことから、自主防災組織の結成を進めていただきたいと考

えているところでございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

簡潔に 2 点お聞きいたします。防災費、61 ページになりますが、避難訓練でお聞きしま

す。昨今、北朝鮮のミサイルが東北、北海道の上空を飛ぶなど、非常に緊張する場面が続

いておりますが、その中でミサイルの避難訓練をやる自治体も出てきていることがテレビ

などでも報道されております。その中で北海道がミサイル避難計画の漫画の冊子を作って、

道のホームページで公開していると、これが非常に反響を呼んでいるという新聞報道もあ

りまして、ちょっとご紹介します。北海道が昨年 10月に作成した北朝鮮などから弾道ミサ

イルが発射された際に、住民が取るべき避難行動を解説する漫画冊子が道外で人気を呼ん

でいる。青森県と山形県は道の許可を得て、漫画のデータをホームページ上に掲載。青森

県の担当者は、県内にも高いビルや頑丈な建物がない町村も多く、北海道の事情に即した

漫画冊子は青森でも役立つと考えたと話し、山形県も子ども達にもわかりやすく伝えるこ

とができており求めていたものだった、このようなコメントがあります。このデータは冊

子となって我が市にも届いておりますけれども、危機管理課としてこの冊子を今後、他の

都道府県では小学生にぜひ利用したいという教材として使うようですが、本市の考え方は

どうするのかをお聞きします。 

それから職員費で 1点お聞きしたいと思います。200ページ。残業に関しまして、1つお

聞きしたいと思うのですが、まず毎週の水曜日のノー残業デーの達成状況、29 年度はどう

だったのか、それをまず 1 つお聞きします。有休取得に関してお聞きしますが、有休に関

しまして厚生労働省が先日発表した就労条件総合調査によりますと、民間企業で働く人の

年次有給休暇の取得率は前年比 0.7 ポイント上昇の 49.4％、政府は 2020 年に取得率 70％

を目指すと。これは民間に求めているということは地方公共団体も同じだろうと思います。
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この有休の取得率は労働者が与えられた有休のうちで実際に取得した割合、取得日数は 9

日間というデータが出ております。本市のこの有休の状況はどのような実態なのか、ご説

明願います。 

 

田辺副委員長 

及川防災・庁舎建設課長。 

 

及川防災・庁舎建設課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。北海道が昨年 10月に作成いたしましたミサイ

ル避難に関する漫画小冊子の小学校等での活用についてでございますが、北海道より本市

に対しましても昨年 10月に活用に関する依頼通知があったところでございます。その内容

につきましては、教育委員会を通しまして市内各小中学校にも伝えられたところでござい

ます。そして生徒への配布資料、また大判に拡大しての校内掲示資料、また各学校が作成

しております避難計画作成にあたっての参考資料などとしまして、既に活用されていると

ころでございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 佐藤職員課長。 

 

佐藤職員課長 

 ただいまのご質問のうち、まず一斉退庁日の取り組み、いわゆるノー残業デーの取り組

みについてでございますが、毎週水曜日を全庁的な一斉退庁日としておりまして、当日は

時間外命令を発しないとともに、時間外勤務を行わないという習慣を徹底させることとし

ております。ただ災害ですとか緊急業務、会議や行事等により、やむを得ず時間外勤務を

命ずる場合は、その命ずる理由を明記しました一斉退庁日勤務届を職員課長経由で総務部

長に提出することとしております。平成 29 年度の状況でございますが、4 月から 2 月末ま

での状況で申し上げますと、一斉退庁を実施している割合は約 95％となっておりまして、1

回の一斉退庁日あたりで平均しますと、管理職だとか消防といった職員を除きますと約 310

名ほど、その中で 15名程度が時間外勤務を行っているという計算になります。一斉退庁き

なかった場合は、他の日に定時退庁をするようにして、連続してなるべく時間外勤務をし

ないように指導しているところであります。続きまして年次有給休暇の状況でございます

が、職員には 1 年度におきまして、本市の場合、一般的な公務員の場合、年次有給休暇が

20 日付与されることとなります。ただ前年度分で残日数がある場合は翌年度に繰り越すこ

とができまして、繰越分とあわせまして 40日を上限に付与されることとなります。藤田委

員がおっしゃいました政府の数値目標、厚生労働省の就労条件総合調査によります 28年度

の平均取得日数は、藤田委員がおっしゃいましたように 9 日、取得率については、こちら
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の計算にあっては、分母に繰越分を含めない付与日数という計算になっておりまして、藤

田委員がおっしゃいました 49.4％となっておりまして、本市の 28年度の状況は平均の取得

日数は 10日、就労条件総合調査の算出方法を用いた場合の取得率は 49.2％となっておりま

して、おおむね就労条件総合調査と同じような状況かなと捉えているところであります。

以上であります。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員     

 再質問します。避難訓練ですけれども、地元の新聞によりますと、北海道は暴風雪への

対応方法をテーマにした第 2 弾の漫画冊子を昨年末に作ったということで、第 3 弾は地震

や津波を計画しているということで、おそらく第 1 弾が来たということは、第 2 弾、第 3

弾も各地方公共団体にぜひ利用してくださいと来るのだろうと思うのですが、来た場合の

対応についてどのようにするのか含めてもう 1回見解をお聞きします。 

それから職員費の有休の取得率ですね。これは 2020年までに 70％を目標にしているわけ

ですけれども、簡単な話ではないと思うのですが、とりあえずそういう目標があるわけで

すから、今後市としてどう取り組むのか。計画なり決意なりお聞きしておきたいと思いま

す。 

 

田辺副委員長 

及川防災・庁舎建設課長。 

 

及川防災・庁舎建設課長 

 藤田委員の再質問にお答えいたします。ただいま藤田委員からお話がございました第 2

弾、第 3 弾の北海道が作成いたします漫画版の啓発ものにつきましては、やはり漫画で作

成されているということで、低年齢の小中学校等を対象にしていると考えられますことか

ら、今後も教育委員会を通じまして市内各小中学校に啓発してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 佐藤職員課長。 

 

佐藤職員課長 

 年次有給休暇の取得についてでございますが、先ほどお話のありました政府の目標 70％

というのも。日本企業が世界に比べて有給休暇がなかなか取れていないという日本国内全
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体の課題もありますし、われわれにとりましても今後はやはりワークライフバランスの推

進ということで、これまでも庁内のイントラネットですとか部長会議等で取得の促進に向

けて周知、啓発を進めてきたところですが、今後もこういった周知、啓発を全庁的に、さ

らに回数を増やしたり、少し周知の内容を変えたりしまして、まずは全庁的に休暇を取得

しやすい雰囲気作りに努めていきたいというのと、各職場におきましても所属長が中心と

なりまして、例えば子どもの行事ですとか家族の記念日などに休暇を取りやすいように事

前に業務の調整を行うですとか、あと職員個々の休暇の状況を定期的に把握しまして、職

員間で取得日数の不均衡がないよう配慮することも必要かと考えておりますので、こうい

ったことも含めて引き続き取得促進に向けて取り組んでまいりたいと考えております。    

 

田辺副委員長 

藤田委員。 

   

藤田委員 

 最後に 1 点。これは実際にデータを取ってはいない話かと思うのですが、再任用の方を

雇用して各職場、おそらく忙しい職場と、またその経験が生かされるところに配置してい

ると思うのですが、そういう方々の配置によって残業時間が減ったとかそのような効果は

現場としてどう捉えているのか。それから今後、公務員が 65歳の定年延長、おそらくこれ

はそういう方向になるだろうと思うのですが、今後そういうことを見越して再任用の方、

それから定年延長も含めてどのように残業時間を減らし、そして有給休暇を取っていくか、

こんなようなことをどう考えているのかがあれば、お聞きしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 佐藤職員課長。 

 

佐藤職員課長 

 まず再任用の状況でございますが、再任用は各職場の業務の状況ですとか、限られた人

員で業務を行っていくというところで、いろいろ、臨時職員、非常勤職員、正職員含めた

中で配置しておりまして、再任用を配置したことによって時間外勤務がどうかと、有休が

どうかという効果は、正直なところ私どもも正確には把握できていないところであります。

ただこれまでの行政経験を生かして業務にあたっていただいておりますので、業務に対す

る効果はあると捉えております。定年延長につきましては、今、国で議論が進められてお

りまして、新聞記事などでは来年あたりに国会で法案がというお話も伺っております。そ

ちらについては今後制度も大幅に変わるものですから、どういった制度設計されるかなど

ということも十分見ていきながら検討していきたいと思っております。以上です。  
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田辺副委員長 

杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 先ほどの板垣委員の答弁の中で答弁漏れがありましたので補足させていただきます。委

託料のうちの庁舎設備保全業務委託、こちらにつきましては、施設等維持管理委託の内数

になっていますけれども、予算額で 590 万 8 千円のところ入札額は 589 万 6,800 円となっ

ております。それから 2月 22日に 4つ入札をしておりますが、もう 1つは一般行政経費の

電話交換及び案内業務委託となっています。こちらにつきましては 1,156 万 2 千円の予算

に対しまして 1,125 万 1,872 円が入札額となっています。この他の委託につきましては、

例えば草刈りだとか除雪とか新年度に入ってから行うもの、また準備期間がそれほど必要

ないためにこれから契約を行うものとなっております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 以上で総務費のうち総務管理費の一般管理費、文書費、施設管理費のうち施設管理経費、

車両管理費、職員研修費、職員福利厚生費、公平委員会費、防災費、情報管理費、財政情

報公開事業を除く情報化推進費、徴税費、選挙費、監査委員費、職員費の質疑を終了いた

します。 

以上をもちまして本日予定していた審査は終了いたしました。 

お諮りいたします。本日の委員会はこの程度にとどめたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

田辺副委員長 

 ご異議なしと認めます。本日はこれにて散会といたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

午後 3時 23分 

 

 

 

 

委 員 長 尾 崎 弘 人 
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副委員長 田 辺 優 子 
 


