
平成 30年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 30年 3月 8日（木）   午前 9時 58分から午後 4時 41分 

 

2 開 催 場 所      庁舎 5階本会議場 
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高齢者・障がい者相談担当参事  柄 澤 尚 江   健 康 推 進 課 長  尾 崎 英 輝 

保 険 年 金 課 長  渡 辺 広 樹   子育て支援室保育課長  高 橋 陽 子 

子育て支援室子育て担当参事  織 田 波 香   子育て支援室すみれ保育園長  塚 崎 智 美 

子育て支援室すずらん保育園長  石 間 利 恵   子育て支援室稲穂保育園長  大 内 文 子 

観 光 振 興 課 長  山 田  基 

 

消 防 本 部 次 長  田 埜 裕 司   消 防 署 長  山 口 洋 幸 

総 務 課 長  林  正 明   予 防 課 長  郷 路 忠 明 

警 防 課 長  本 田 高 広   消 防 １ 課 長  小 室 秀 治 

救 急 指 令 課 長  工 藤 邦 彦    

 

住基・マイナンバー担当主査  大 野 聡 美   生活安全担当主査  近 藤 将 雄 

環境保全担当主査  小 川 大 輔   衛生・霊園担当主査  土 居 裕 之 

廃棄物計画担当主査  米 村  恒   廃棄物管理担当主査  木 村 洋 一 郎 

福祉庶務担当主査  林  睦 晃   障がい福祉担当主査  川 又 洋 火 

障がい相談担当主査  棚 田  香   生活保護担当主査  新 川 吾 朗    
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高齢者福祉担当主査  渡 邉 篤 広   給付・保険料担当主査  荒 川  亨    

健康推進担当主査  松 原  勉   保健指導担当主査  野 切 径 代 

特定健診・介護予防担当主査  影 久 真 美   保 育 担 当 主 査  笠 井  衛 

学 童 担 当 主 査  加 藤 梨 奈   児童家庭担当主査  記 内  崇 

発達支援担当主査  濱 田 真 吾   子育て支援室地域子育て支援センター主任保育士  橋 本 な つ み 

 

消防本部総務担当主査  菊 池 亮 多   消防本部警防担当主査  福 島 宏 幸 

 

7 事 務 局    次    長  千葉めぐみ   議会担当主査  松本 政樹 

   

8 傍 聴 者    7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。 

開会前にお知らせいたします。川崎彰治委員から体調不良のため、本日の委員会を欠席

する旨届け出がありました。 

ただいまから本日の会議を開きます。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。審査に入ります前に審議の方法について確認をいたします。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いたします。総括質疑を行う場合には留保

する必要がありますので、その旨を発言されます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。なお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。 

それでは散会前に引き続き、一般会計予算の歳出の質疑を行います。 

初めに消防費の質疑を行います。藤田委員。 
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藤田委員 

 おはようございます。消防費は私しか質問しないのかな。私のためだけに皆さんに駆け

つけていただいたみたいな絵柄になっておりますが、通告してありますので 2 点質問いた

します。161ページですが、さつき公園に防火水槽を設置するとなっております。昨年も聞

きましたけれども、たしか防火水槽は平成 32年までに全必要箇所を設置すると答弁いただ

いたと思うのですが、今後のスケジュールはどうなっているのかを詳しくご説明願いたい。  

2点目、これはページ数がないのですが、救急車の正しい利用方法のＰＲについて確認い

たします。平成 28年度を見ましても、救急車の出動回数、これは経年で見ますと緩やかに

増えている、それだけ救急車の出動回数が増えているということがあります。以前から各

委員からもご指摘ありましたが、一部救急車をタクシー代わりに利用しているようなケー

スも見受けられる。これは全国的にある話ですが、そういった意味で、消防としては市内

の公共施設、大型商業施設に救急車の正しい利用方法をＰＲするステッカーを各施設に貼

っていると思います。 私もいろいろなところで見かけるのですが、1つはタクシー利用的

なものを防ぐという意味合い、もう 1 つは本当に必要なときは遠慮なく救急車を呼んでく

ださいということで、特に最近色んな方から聞くと、ろれつが回らなくなったということ

で、それでもタクシーを呼ぶ、ろれつが回らなくなるのは脳梗塞とか脳卒中の可能性が考

えられる。こういったものはそういう場面に出くわした方のお話を聞くと、本人はあまり

自覚していないけれど周りにいる方が普段と明らかに違う、そういったことで周りの方が

場合によっては決断して救急車を呼ぶ、こういった判断も必要になってくるのだろうと思

います。ステッカーはそういう意味でのＰＲ効果といいますか、知識を持ってもらうとい

うことで役立っていると思うのですが、実態としてこのステッカーが公共施設、大型商業

施設にどの程度はられているのか。その辺を詳しくご説明願います。 

 

尾崎委員長 

 本田消防本部警防課長。 

 

本田消防本部警防課長 

 藤田委員のご質問にお答えしいたします。防火水槽の関係ですけれども、平成 30年度は

里見町 5丁目のさつき公園、平成 31年度は里見町 3丁目のあざみ公園、32年度は新富町西

1丁目の新富公園と西の里南 2丁目、現在未使用の市有地となっていますけれども、ここに

各 1基設置を予定しているところであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山口消防署長。 
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山口消防署長 

救急車のＰＲステッカーの関係でお答えいたします。救急車の適正利用を呼びかけるス

テッカーにつきましては救急件数の増加に伴い、総務省、消防庁からも適正利用の推進が

示されておりますことから、当市でも平成 26年度から市内の公共施設及び大型商業施設の

ご協力をいただき、34 箇所のトイレなどに掲示をしております。また、昨年文字が小さく

見づらいとのご指摘を受けましたことから、レイアウトや文字の大きさなどを変更し、順

次貼り替えをお願いしているところであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは再質問します。防火水槽に関しては 32年度まで、今 4箇所の説明ありましたが、

住宅の張り付きとか工業団地の企業の新設を含めて、今後必要となる可能性が考えられる

のかどうか確認したいと思います。 

ステッカーに関しましては今 34箇所と説明がありましたが、内訳として公共施設が何箇

所、大型商業施設が何箇所とわかっているのであればご説明願いたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 本田消防本部警防課長。 

 

本田消防本部警防課長 

 防火水槽の関係ですけれども、防火水槽は 32年度で設置を完了する予定になっています。

なお開発行為とかがありますと、そこにも水利が必要となったときには、水利の設置を進

めていきます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 工藤救急指令課長。 

 

工藤救急指令課長 

 藤田委員のご質問にお答えします。具体的に言いますと、公共施設ですけれども、体育

館や公民館 17箇所となっております。商業施設は大規模で不特定多数の方が出入りされる

ような、例えばジョイフルエーケーだとかそのような施設 17 箇所です。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 わかりました。ステッカーに関して確認も含めて再度お聞きしますが、公共施設の中で、

この本庁舎におきましても、新庁舎が建って約 1 年経ちますが、未だにトイレ等にステッ

カーが貼られていない。いつ貼るのかなと私はずっと思っていたのですが貼られていない

ということで、消防は各施設の施設管理者にお願いをしていると思うのですが、その中で

速やかに貼られていない公共施設もあると思います。それに関しまして、これは消防の努

力がこれ以上やってもだめなのか、最終的には施設管理者の決断が必要なのかどうか、実

態をどう考えていらっしゃるのかを、現状をお聞きしたいと思います。その辺で、もし消

防が最善を尽くしてお願いしているけれども施設側の受け入れがスムーズにいってないの

であれば、この質問に関しては市長に直接質問したいと思って留保したいと思います。そ

の辺含めてご答弁お願いします。 

 

尾崎委員長 

 工藤救急指令課長。 

 

工藤救急指令課長 

 はられていない施設ですけれども、藤田委員がおっしゃいましたように、市役所と芸術

文化ホールですが、市役所はデジタルサイネージ、電子掲示板による適正利用の広報をさ

せていただいておりますし、4月からは市民課の窓口で音声と電子掲示板による広報をして

いただくことになっております。芸術文化ホールはこちらから提出したものを、芸術文化

ホールに見合った雰囲気の工夫をされて、再度掲示していただくことにはなっております。

消防としては何度か粘り強くお願いしているところであります。以上でございます。 

 

藤田委員 

留保します。 

 

尾崎委員長 

 以上で消防費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 10時 08分 

再 開  午前 10時 08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、総務管理費の出張所費、企画費のコミュニティ施設管理費、交通対
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策費のうち、交通対策経費、交通安全推進事業及び交通安全施設整備事業、市民生活費の

うち、市民生活経費、平和推進事業、市民法律相談事業、犯罪のない安全で安心なまちづ

くり推進事業、街路灯整備支援事業、地域コミュニティ推進事業、人権意識の普及啓発事

業、市民協働推進事業のうち、地域まちづくり推進事業、空き家対策事業、エルフィンパ

ーク運営費、広聴費及び戸籍住民基本台帳費の質疑を行います。 

木村委員。 

 

木村委員 

 1点のみですのですぐ終わります。コミュニティ施設管理費のうち、東記念館大規模改修

事業についてお伺いします。まず改修内容とこの工事期間はどのくらいになるのかお伺い

したいと思います。そして色んな団体の方が利用していると思うのですが、その利用者へ

の周知について、利用できなくなる期間のその団体への対応、そこを使えなくなる団体へ

の対応についてお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長、 

 

榎本市民課長 

 木村委員のご質問にお答え申し上げます。東記念館大規模改修工事の主な改修内容につ

きましては、建物外部では屋根、外壁、建具、ガラスブロックの全面的な改修を行う予定

でございます。建物内部は天井と壁のクロスの張り替え、和室の畳、障子の改修を行い、

設備関係ではトイレの改修や照明器具の追加及びＬＥＤ化、暖房機の一部個別暖房化を行

う予定でございます。また施工期間につきましては 10月中旬から翌年 2月末の 4カ月半を

予定しております。利用者に対しての周知につきましては、3月中には改修による休館の予

定をお知らせするとともに、休館中に利用者が流れるだろうと予想される中央公民館の使

用につきまして、今月開催される中央公民館の利用者説明会のご案内をさせていただく予

定であります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 わかりました。中央公民館に流れるだろうということで、今使っている団体の方たちが、

例えば全て中央公民館が利用できるのかどうかお伺いします。 

 

尾崎委員長 
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 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 現在利用している団体が公民館に移行できるかという部分の詳細は確認しておりません

が、公民館については教育施設ということの若干の制限があると認識してございますが、

ほとんどの部分が利用できるものと考えておりますが、場合によっては公民館での利用が

できないことも発生するのかなと考えてございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 全てが対応できなくなる状況であれば、例えばこういうところもありますよとかそうい

う紹介もぜひしていただきたいと思いますが、まずそれを 1 つと、一応工事は来年 2 月末

までですが、いつから利用できるのかお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

2月までの工期ですので、3月から利用開始できるものと考えてございます。また、公民

館の利用ができない団体等があることが想定されますことから、近隣でいけば住民センタ

ー等々がございますので、そちらへのシフトも含めて、休館である旨を周知していきたい

と考えてございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 私から 1 項目伺います。予算書 79 ページ、附属資料 31 ページで、平和推進事業につい

てですけれども、今年平和都市宣言 30周年を迎えるということでいろいろ事業を考えてい

ると伺っているのですが、この 162 万 8 千円の拡大でどのような事業内容を行うのか、具

体的に教えてください。またＰＲなどをどのようにしていくのかも重ねてお願いします。 

 

 

尾崎委員長 
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 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。このたび、平和推進事業として 162 万 8 千円

の予算を措置させていただきましたが、平成 30 年度は平和都市宣言を行ってから 30 年目

の節目の年となりますことから、例年行っております平和の灯記念事業に合わせて平和都

市宣言の 30周年記念事業を開催する予定でございます。その具体的な内容といたしまして

は、平和の灯公園と市役所庁舎内に平和都市宣言の全文を記した記念プレートを設置する

予定でございます。また市内の小中学生を対象とした平和を題材とした標語の作品展の開

催と市内小中学校を対象といたしまして、被爆体験者講話を実施する予定でございます。

また平和の灯を守る市民の会との共催によりまして、平和の灯記念事業として 9 月 16 日、

芸術文化ホールにおいて映画上映や標語の作品展の表彰式、また平和パネル展、折り紙コ

ーナーという例年通りの催しを実施しているところであります。以上です。 

 

尾崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員     

 平和の記念プレートを設置されるとのことですが、この設置費用というか作成費用、そ

れもこの拡大分に含まれているということでよろしいですか。この記念プレートですが、

例えば市の平和都市宣言の文言を打ち込むというか表示するような形など考えていらっし

ゃるのでしょうか。ご存じだと思うのですが、江別市役所前にあります平和の碑にもその

ような江別市の平和都市宣言の文言が刻まれているのですが、ぜひそのような形でも考え

ていただきたいと思いますのと、2つ目が平和の記念プレートに合わせまして、以前より私

どもでホームページ、管轄が違うかもしれないですが、平和都市宣言をすぐ見ることがで

きるようにホームページの見直しも必要ではないかとこれまで訴えてきたのですが、この

30 周年をさかいに、きっかけとして、改めてホームページの見直しなども考えていらっし

ゃるのか伺います。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 記念プレートの関係は先ほど申し上げましたとおり、平和都市宣言全文を記した形で平

和の灯の公園内と市役所庁舎にと考えてございます。また、お話のありました宣言文のホ

ームページ等でのＰＲということについては現在も行っておりますが、もう少し直接的と
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いうか見やすいような形で誘導できないか検討してみたいと思っております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 私も通告しておりますから、平和推進事業について 1 点質問いたします。先に永井委員

から今回の平和都市宣言の推進のどういうようなこと、記念プレートうんぬんですとか事

業内容に関しては今答弁いただきましたので、それについては質問いたしませんが、私は

観光ですとか違った視点から質問させていただきたいと思います。このたび、平和都市宣

言を行ってから 30 年目の節目で、いろいろ事業をすることは当然だと思いますけれども、

改めて私も振り返ってみました。そこで何点かお聞きしますが、現在平和都市宣言、それ

に類する宣言を行っている市は全道に一体何市あるのかということでございます。そして

本市では市制施行と同時に、先ほど少し平和の灯の話も出ていましたけれども、平成 8 年

の市制施行のときのメイン記念事業といたしまして、広島市の平和公園から平和の灯を分

火してもらっております。当市のように平和の灯を分火してもらっている場所はいくつあ

るのでしょうか。具体的にお知らせください。また平和の灯が灯されている平和の灯公園

の利用状況についてもお聞かせ願いたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 野村委員のご質問にお答え申し上げます。平和都市宣言を行っている道内の市は、35 市

の中で 29市と押さえてございます。また、広島県から平和の灯を分火していただいている

団体、自治体につきましては、広島市の国際平和推進部平和推進課に問い合わせした結果

でございますが、国内外も含めて 18自治体から要望があり分火していると聞いております。

公園の利用状況等につきましては、平和の灯に関する例年の記念事業は、芸術文化ホール

で開催しておりますことから、平和の灯公園を利用した催事は行っておりません。その他、

利用状況につきまして詳細は押さえておりませんが、市内の団体などが平和に関する集会

等を行っていると認識してございます。また直接的ではございませんが、隣接しているイ

ベント広場や総合体育館を利用した行事等が実施されている際には、灯を通常より少し大

きめにして、平和の灯をアピールするなど行っている状況でございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 野村委員。 
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野村委員 

 当市は平和都市宣言は昭和 63 年時に、そのとき私自身が調べたら全道で 43 番目の宣言

でありました。そして今ご答弁いただいたように、現在では道内にある 35市のうち順番的

には 15 番目になされたと私は知っておりますが、35 市中 29 市が平和都市、それに類する

宣言をしております。パーセンテージで考えますと 83％であります。要するに当市におけ

る平和都市宣言自体、私は目新しい特別な宣言ではなく、北海道の市では平和都市は当た

り前で、わざわざ平和都市宣言のまちを標榜する意味は低いように思います。今言ったよ

うに 83％ですからね。35 市のうち 29 ということで、ほとんどの市が平和都市を宣言して

いるということです。また平和の灯に関しましては、ただいまお話がありましたように、

全世界的にカナダやイギリスなどそういったところも含めて 18箇所あると。当然、北海道

では北広島市だけであります。そのことを考えたときに、平和の灯ならびに平和の灯公園

を私はもっともっと重視するべきではないかと思います。市民にＰＲすべきではないかと

思います。いかがでしょうか。平成 8 年に平和の灯の記念碑をデザインした道都大学美術

学部の佐藤修教授が掲載した新聞のコメントが手元にありますので読み上げますと、平和

と自然を守るシンボル、記念碑は広島市の平和の灯を分火し、永久保存する目的があるの

で、デザインは平和を願う北広島市の皆さんの化身となるものにしたかったと。天にそび

えながら向かい合う大中小の 3つのオブジェ、3つの石がありますけれど、3つのオブジェ

は大人や子ども、お年寄りが、平和の灯を囲んで対話する姿を表しております。平和と自

然を守りぬこうという北広島市の姿勢のシンボルとして、記念碑のできる石狩教育研修セ

ンター前の広場が人々の安らぎの場となるように願っておりますということです。現在そ

ういった大中小のオブジェが、大人、子ども、お年寄りが平和の灯を囲んで対話する姿を

現していることを北広島市民何人が知っているでしょうか。私は平和都市うんぬんという

よりも、忘れつつある平和の灯ならびに平和の灯公園の意味にもっともっとスポットをあ

てるべきではないかなと思います。先ほども平和の灯公園に関してはほとんど利用がない

というか、非常に少ないというふうなことでございました。平和と自然を守るシンボルと

しての平和の灯公園をわがまちの観光資源としてもっと活用するべきではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。お答えください。 

 

尾崎委員長 

山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 再質問の答弁をさせていただきます。平和の灯公園につきましては、市制施行である平

成 8 年に広島市の平和記念公園内の平和の灯から分火されたというストーリー性から、本

市の 1 つの地域資源と考えてございます。現在市の観光サイトにおいて歴史情報として掲



H30.3.8【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

11 

 

載していますほか、今年度作成したサイクリングマップであり、またコンセプトブックに

おきましても、サイクリングの休憩、また立ち寄りポイントとしてご紹介している状況で

ございます。今後も引き続き、現段階では各種情報媒体を通じて情報の提供を行ってまい

りたいと考えているところでありますけれども、観光素材として生かすことができるのか

については十分に考えていく必要があると考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 野村委員。 

 

野村委員 

 北広島は一応観光のまちとして、今、将来観光入り込み客数 100 万人にするという計画

もございますので、北広島にとって非常にシンボル的な、あるいは全世界的にも貴重な平

和の灯、それの公園というものをもっともっと人が集まるようにすべきだと私は思います。

これはまだ 3月にならないと、3月の最終ぐらいになると思いますけれども、今、日本ハム

ファイターズのボールパーク誘致で北広島は頑張っておりますが、私はおそらく北広島に

日本ハムが来ると思っております。平和の灯公園のすぐ近くにボールパークの用地がある

わけで、そこに建設されるということで、野球観戦だけで年間 200 万人、アミューズメン

トやショッピングモールといった一大レジャー施設におきましては 2 千万人とも言われて

おります。当然多くの人がこの北広島に来るわけですから、そのときこそ、今言ったよう

に世界的にも平和の灯は数少ない、特に北海道には 1 つしかないことを鑑みて、今からさ

まざまなことを検討して賑わいの一助になるような、観光スポットとして整備するような

考えが必要ではないかと思いますが、これは指摘にさせていただきます。以上で質問終わ

ります。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員   

 私も 79ページの平和推進事業、附属資料 31ページに関連してお聞きしたいと思います。

記念事業の中身は今、野村委員の質問で答弁があったのでおおむね理解いたしました。そ

れで 1 つ、今年は平和都市宣言 30 年と平和の灯が満 20 年と、それから平和首長会議に参

画して 10年という、先ほどのご答弁の中でも触れていましたが節目の年だと思います。そ

れで平和というのは全世界的にいろいろと課題になっている状況だと思いまして、私はこ

ういった節目に市長が、平和都市宣言 30年目を迎えて、やはり平和に関する談話などを広

く内外に発することが必要ではないかと思っておりまして、このことについてお考えをお

聞きしたいと思います。それに関連して、今ほども平和の灯のことに触れておりましたけ
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れども、行事がないときは消えているのではないかと、僕も平和の灯公園に行ったら消え

ているのではないだろうかと背伸びして見たらほんのちょろちょろとついているんですね。

今省エネ時代で、小さい灯でもガラスとかミラーか何かで大きく表現できることも技術的

にできると思いますので、もう少し灯が近くで燃えているなとすぐ実感できるような設備

の改修も行うことが必要でないかなと思っておりまして、記念事業の一端をその工事に充

てていただければありがたいと思いますけれども、その考え方をお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。市長の平和に関する談話ということでござ

いますが、本年の平和の灯記念事業は、平和都市宣言 30周年の記念事業と合同開催という

形を予定してございますので、この事業の中で市民に対して平和都市宣言を広く周知でき

るような取り組みについては検討させていただきたいと考えてございます。また、モニュ

メントの灯が小さいということはよくお話をいただいております。先ほども申し上げまし

たがイベントがあるときなどは、公園管理をしている都市整備課にお願いして少し灯を大

きくして目立つようにしおりますが、小さな灯でも目立つように技術的にできればそれに

越したことはないと思いますので、技術的な部分も含めて、今後の検討課題と考えてござ

います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 ありがとうございました。灯を大きくすることについては期待しております。よろしく

お願いします。市長の談話等の関係は検討ということですので、平和都市宣言 30年、恒久

平和を将来にわたって願い続ける市長の決意も含めて、例えば談話をホームページに掲載

して広く周知するなども含めて、ぜひ、前向きにご検討いただければありがたいと思いま

す。以上です。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 
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 私からは 2 点お伺いします。平和推進事業については、今、何名かの委員からも質問が

ありましたけれども、それに加えまして記念事業、さまざまな取り組みが行われることが

わかりましたし、今、意見もありましたが、行われた記念事業ですね、参加した皆さんの

感想とか平和の思いですね、そういうものも含めて、その事業が継続的に発信されるよう

に動画で記録して、ホームページで動画にリンクできるような、リンクして発信できるよ

うなことを検討してはどうでしょうか。そして動画発信するアドレスを、ＱＲコードを作

って、市の広報やパンフレットに掲載したり、とても意義のある平和推進事業だと思いま

すので、その点をお伺いします。 

もう 1 つは人権意識の普及啓発事業、予算書 79 ページ、附属資料 31 ページです。今年

度は道の委託で人権啓発活動委託事業が行われていたかと思うのですが、新年度予算は例

年どおりの予算で、この道の委託事業は単年度で終了という理解でいいのでしょうか。ま

た何年後かに委託の順番が回ってくるものなのかお伺いします。そして今年度取り組まれ

た委託事業の内容について、どのようなことが行われたのか併せてお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。まず平和関連事業の関係の情報共有という部

分についてでございますけれども、情報の共有、発信につきましては、これまで本市では

昭和 63年の平和都市宣言をはじめ、平和の灯の分火、平和首長会議の加盟など、恒久平和

の実現に向けてさまざまな取り組みを、市民の方または多くの団体の方と連携しながら行

ってきておりますので、それらの取り組みや平和に対する思いなどにつきましては、今後

もホームページなどを活用してさまざまな情報共有や発信に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。また、実際の動画という部分については、今後の検討課題と考えてございます。 

続きまして人権意識の普及啓発事業でございますが、本年 29年度に実施いたしました人

権啓発活動委託事業につきましては、北海道から委託事業の指定を受けまして、80 万円の

委託費の交付を受けながら単年度事業として実施いたしました。今後何年か後の可能性に

ついては、今回も全道の中で何市かの指定ですので、今後回ってくるかどうかについては

不確定かなと考えてございます。また今回の事業で実施した内容といたしましては、北海

道教育大学の平野准教授をお招きして人権啓発活動講演会を開催し、45 名の方に参加して

いただいたほか、小学校全 8 校に人権の花運動として花の種を配ったほか、啓発活動に使

用する懸垂幕と横断幕を作成したところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 
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鶴谷委員 

 平和事業に関しての動画の発信ですね、2月の市の広報紙からＱＲコードがはられて情報

発信が始まったかと思うのですが、この事業に限らずいろいろ活用していただきたいとは

思うのですが、まずはこの平和推進事業については 30年目の節目ということで、ぜひ導入

に向けて検討していただきたいと思います。これは回答はいりません。 

人権意識の啓発活動委託事業についてですが、行われた事業について理解いたしました。

小学校全 8 校というのは全学年 1 年生から 6 年生に向けて行われたものなのでしょうか。

お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 8校については間違いないのですが、その中でどこの学年で対応したかは学校ごとに若干

変わるのではないかと考えています。市では押さえていない状況であります。 

 

尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 全学年かどうかわからないとのことでしたが、道の委託で今回この事業が行われて、花

の種に関する小さな取り組みであっても人権について考えるきっかけ作りとしては有効な

取り組みだと思いますので、規模を小さくしてでも、市の予算で各小学校、今年は 2 校ず

つとかでもいいと思うので、市として実施を検討していくことをお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 再質問にお答え申し上げます。種の関係ですけれども、今回補助をいただいて大きく全

校 8 校に行いましたが、例年この規模ではございませんが、一部の学校を対象にして、こ

の人権の花運動に準じる種の配布は行っている状況でございます。例年の人権啓発活動に

つきましては、市内に人権擁護委員が 7 名いらっしゃいますが、この方々と連携してふる

さと祭りや元気フェスティバルなどのイベント開催時に啓発活動を行っているほか、エル
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フィンパーク内において人権パネル展などを実施しております。また子どもたちが相談し

やすい環境づくりといたしまして、人権教室において人権擁護委員が直接子どもと一緒に

勉強するなど、身近な存在に感じてもらえるような取り組みを行っています。今後におい

ても人権擁護委員と連携しながら、これらの取り組みを継続してまいりたいと考えてござ

います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 予算書 77ページのコミュニティ施設管理費についてお伺いいたします。附属資料により

ますと、住民センター等の老朽化した備品の計画的な更新、あるいは各住民集会所の維持

管理団体が整備する備品整備に対して助成を行うということですが、集会所の増改築や修

繕要望、これもいろいろ出されていると思うのですが、それに対してどのような対応をさ

れるのでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 板垣委員のご質問にお答え申し上げます。市内の集会所施設は 41施設を設置しておりま

して、建築から 40年を超えるような集会所もあるなど、老朽化が進んでいる状況にありま

すことから、持続可能な施設の維持確保を図るために、今後、北広島市公共施設総合管理

計画に基づきまして各施設の長寿命化等を検討していくこととしております。ただし、危

険性や緊急性のある破損箇所等の修繕につきましては、その都度状況を確認させていただ

いて修繕を行っている状況にあります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 修繕を行っている状況という答弁ですけれども、それでは実際に 30年度予算でそれは計

上されているのですか。私はそれが計上されていないのではないかと思うんですよね。コ

ミュニティ施設のうち何件が修繕、あるいは改築要望を出されているのでしょうか。それ

に対してその予算措置、どのように考えているのですか。改めてお伺いします。 
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尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 お答え申し上げます。各集会所からの修繕要望等の実際の件数は今、資料がございませ

んが、このたびの新年度予算で予算措置をした、施設といたしましては、稲穂南会館及び

北の里会館の屋根、外壁の修繕と富ヶ岡会館の階段タイルの修繕であり、これらについて

は緊急を要するので 329 万円を計上しており、改修予定ということでございます。これら

以外の部分については緊急性のある修繕に対応するための経費として 70万円を計上してお

ります。そのほかの修繕につきましては、先ほど申し上げたとおり、長期的な視点に基づ

いて、公共施設の管理計画に基づきまして、今後検討していく形になると考えてございま

す。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 屋根の補修等で 329 万円予定していると書いてありますけれども、これはどこにあるの

ですか。コミュニティ施設整備事業としては 150万円ですよね。どこにあるのですか。 

 

尾崎委員長 

榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 お答え申し上げます。予算書で申し上げますと、75 ページのコミュニティ施設運営経費

の中の需用費ということで 520 万 6 千円を計上してございますが、この需用費の中に修繕

費として先ほど申し上げた 3 箇所の修繕相当分を計上している状況でございます。以上で

す。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 留保します。 

 

尾崎委員長 
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 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。まずエルフィンパーク活用事業は都合によ

り取り下げます。 

続きまして空き家対策事業、こちらも昨日の滝委員のご質問の中からいただいた回答で

了解いたしましたので省略いたします。 

3番目ですけれども、今、板垣委員も質問されましたが、コミュニティ施設整備事業につ

いてお伺いします。予算書 77 ページ、附属資料 48 ページです。このコミュニティ活動の

場の維持に努めるということで、各住民集会所 47箇所の維持管理団体が整備する備品整備

に対して助成を行うとのことですが、これの対象となるものを具体的にお知らせください。

それからもちろんこれは男女共用トイレの改修というのは、先ほど公共施設管理計画の中

にというお話でしたので、こちらの方はよろしいです。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 稲田委員のご質問にお答え申し上げます。対象備品の内容でございますが、項目ごとに

申し上げます。会議用テーブルまたは椅子、座卓テーブル、ガス給湯器、ガスコンロ、ス

トーブ、物置、網戸、灯油用ホームタンク、電気パネルヒーター、ブラインド、椅子収納

台車、カーテン、カーペット、冷蔵庫等が地区の会館備品の品目となっております。以上

です。 

 

尾崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 それらはもちろん管理団体から要請があったものかと思いますけれども、公共施設管理

計画についてお伺いしますけれども、今、本当に、このあいだの議会で第 4 住区のトイレ

のことを質問いたしましたけれども、この公共施設管理計画を立てるにあたって、住民の

意見や要望などを細かくお聞きしたのかどうか、策定にあたってのことをお伺いいたしま

す。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 
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榎本市民課長 

 市の公共施設の総合管理計画については、企画課の所管で市全体の大きな捉え方という

ことで策定したものであります。策定の間に市民の声を聞いたかという部分については把

握できていませんが、関係する所管課との協議はあったと記憶してございます。これを受

けて、各公共施設を管理している担当課において、今後具体的にどうやって延命化してい

くかという部分については、担当課が検討していくものと考えてございます。例えば地区

集会所の今後の改修計画というようなものは市民課で作っていかなければならないと考え

てございます。その際には地域としての、運営委員会も含めてですが、意見をお聞きしな

がら、利用実態も含めて確認していくことが必要になるものだと考えてございます。以上

です。 

 

尾崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 よくわかりました。しっかりお願いいたします 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 先ほど稲田委員は空き家対策事業について省略されたのですが、私は昨日大迫委員から

お話があったような、空き家バンクの話もありながら、関連してお聞きしたいと思います。

予算書 81 ページ、附属資料 37 ページ、空き家対策事業ですけれども、このうち委託料 92

万 8千円という中で、施設等維持管理委託と企画運営作成等委託という 2項目ありまして、

これの中身について詳しくお伝えしていただきたいと思うのがまず 1 つ。それからここに

は空き家等の実態把握調査を行うとともに、空き家対策審議会、協議会を開催するとなっ

ております。昨日の空き地・空き家バンクとも関連してくる、企画財政部とも関連してく

ると思うのですが、30 年度から組織の改編がありまして、住宅政策室が市民環境部に新設

されることになりまして、こちらに関連してくるのかなということがあるのと、30 年度で

新しい所管になるので、現在の担当課長や主査はなかなか話がしにくいかなと思いますが、

部長がいらっしゃるのでお聞きしたいと思います。先般出ました空き家対策の中でアンケ

ートの集計結果がありました。これは平成28年に空き家に対してのアンケートを市内で 389

件行って、239件の回答があったとのことでしたが、8件が送付先不明で戻ってきたと思い

ます。おそらく固定資産税台帳などに基づいて送付されていると思いますけども、所有者
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が不明なのか、それとも納税はあるのかをお聞きしたいと。まずそこまで 1つです。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 島崎委員のご質問にお答え申し上げます。新年度の空き家対策事業の予算の中で委託業

務という部分でのご質問だと思いますが、29 年度に実施いたしました空き家等現況確認業

務委託の結果を踏まえまして、特定空き家等となる可能性のある建物に対して、現地調査

を行う特定空き家等調査業務委託を新規に実施することとしているほか、緊急安全措置業

務委託、これは継続ですが、これにかかる経費として、委託料として 92万 8千円を見込ん

でございます。 

 

尾崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

 

高橋市民環境部長 

 空き家のアンケートの関係でお答えいたします。まずこのアンケート自体は空き家の実

態を把握するということで、1年間水道が使用されていないとかいくつかの条件に該当した

空き家に対しまして、法律が施行されたおかげで、課税情報を含めまして利用ができると

いうことで、それに基づきましてアンケートを送付させていただきました。8件については

戻ってきておりますけれども、税務課に確認しましたところ、いわゆる所有者不明の家屋

もございますので、実際にはその 8 件が所有者不明という状況になってございます。以上

でございます。 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 先に榎本市民課長から答弁いただきました、その現地調査等の委託は今後どういうとこ

ろに委託していくのか、わかっているのであればお聞きしたいのがまず 1 つ。それから、

今、高橋市民環境部長からいただきました、所有者不明となったときに、納税がされてい

るのかもしれませんけれども、やはり所有者不明というのは今後のまちづくりに関して大

きな問題になっていくのではないかなと思います。そういったことでは、その辺の調査を

引き続ききちんとしていただかないと、例えば団地なのかどこなのかは、そこまでは私は
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聞きませんけれども、周辺のまちづくりにも大きく関連してくるのではないかと思います。

昨今、報道でもありますように、民泊の関係、闇の形で民泊にされただとか、それから外

国人が買い上げて、そこが出入りしているような温床になるだとか、そういった問題にも

なっていくのではないかと思いますので、空き家対策については十分な措置を講じていた

だきたいと思います。そこは後ほどいただきたい。それから空き地・空き家バンクの、あ

まり一般質問のようになるといけないかなとは思ってはいるのですが、代表質問でもでき

ませんでしたし、6月まで時間がありますので今回少しお聞きするのですが、空き地・空き

家バンクのアンケートの中で、このサービスをご存じですかというアンケート結果があり

まして、知らないというところが 5 割以上あったというところです。その要望の中で一番

多いのが、解体資金を援助してほしいという部分、それからもう 1 つは売却、賃貸の場合

の相手先等の紹介をしてほしいという内容であったと理解しています。そこで少し細かい

ことになりますけれども、新たな形で、企画課で子育て世代マイホーム購入サポート事業

ができまして、30万円を基本として 70万円までの加算型という形になりました。流動化と

か定住促進として、この解体資金の加算型というのですかね、そういったものをぜひ 31年

あたりに向けて、この新しい住宅施策の課で検討していただきたいと思うのですが、例え

ばそれもこの協議会、審議会、予算がついていますから、こちらで議論していただきたい

ということ、それから例えば 30万円を基本として、解体と同時に売却、いわゆる東日本流

通機構に掲載した場合はプラス 20万円にするとか、そういったすぐに土地が流動していく

ような施策を解体費用とともに対策をいただきたいということなので、この辺はぜひ、企

画課と住宅政策室と横断的に取り組んでいただきたいなと思いますけれども、この辺は新

しい担当課になりますので、ぜひ、高橋市民環境部長にご答弁いただきたいと思いますの

で、2つお願いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 お答え申し上げます。空き家の現況確認業務委託では、3方向からの写真撮影のほかに委

託業者が目視して異常があった場合に、付記していただきながら、初期版のデータベース

ができている状況です。これに加え、老朽化が進んで管理が不十分だと思われる空き家で

近隣の住民から苦情等があるなど、実際にもう支障となっているような家屋については、

特定空き家等調査業務委託の範囲に入ってくるのかなと考えてございます。それらについ

ては島崎委員もおっしゃっていましたが、新たな住宅施策課で空き家部門も所管するとい

うことですので、さまざまな対象物件も含め施策等についても今後包括した形で検討され

ていくものと考えてございます。以上です。 
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尾崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 それでは私から 2 点目の所有者の調査と解体補助の関係についてお答えいたします。所

有者不明の部分につきましては、私どもで調べる分に限界があると思います。ただ建物が

建っているところであれば、固定資産税の関係等ございますので、税務当局とも情報共有

しながら、そちらについては所有者の調査を何とかやっていきたいと考えてございます。

解体補助の関係でございますけれども、空き家対策につきましては、基本的にまず空き家

を発生させないというのが 1 つあると思います。それから 2 つ目としましては、空き家に

なっている状態のものを適正に維持管理を行っていただくと。これを継続していただいて、

適正な状態で管理をしていただく。それから 3 つ目といたしまして、その空き家の利活用

が図られてないところについて新たな利活用をしていただくという、ことが重要であると

考えてございます。新しい組織も新年度からできますので、ご提案のありました解体の補

助を含めまして、来年度以降、検討を行っていきたいと考えてございます。以上でござい

ます。 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 次で終わるのですが、その中で今、高橋市民環境部長から答弁ありましたような空き家

の対策というのは、もちろん今おっしゃっていたような形が大事だと思うのですが、その

アンケートの中でも将来的にどうしたいかという項目があったかと思うのですが、これは

いずれ売却したいという数もそれなりにあったと思うんですね。そこで市内に、委員の皆

さんも自分のご近所にいろいろあるかなと思うし、私も見て回っているのですが、市内に

空き地、空き家の看板が立っている場合があるんですね、売却という。これ私かなり問い

合わせをしました、個人的に。そうすると流通機構に載せていないんですね。載せてない

件数がかなりある。これはどういう問題があるかというと、宅建業法違反になりまして、

専任媒介で売却を受けた場合、7日以内に流通機構に載せないと宅建業法違反となると、こ

ういうルールがあります。これはなぜそういう状態が起きるのかというと、売り主から依

頼を受けた不動産業者が買い主からも、要は仲介手数料を両取りしたいために流通機構に

載せないケースが多いと。これが売れない原因でもあるのです。これははっきり宅建業者

も言っています。そういった中で、例えば 800万円の物件の場合、3％プラス 6万円という

仲介手数料になりますので、24万円プラス 6万円で 30万円、売り主から買い主からという

ことで、30万円なのか 60万円なのかということで変わるわけですよね、不動産業者が。両
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方欲しい、それはわかるのですが、流通機構に載せないがために、一般のお客さんやそう

いったところは売っているのか売っていないのかわからないわけです。現に栄町でも 4 件

確認しました。そういったケースあります。そうなっていくと市内、団地、東部いろいろ

なところに点在していると思うのですが、こういったケースをぜひこの新しい担当部署で

もきちんとやっていただきたい。それはどういうことをしていただきたいかというと、行

政から道庁と宅建協会に指導連絡すると。そうするとかなりビビるはずだということです

ね。そういったことをやりながらも、行政からきちんと指導していくような形で、指導と

までいくのかどうかわかりませんけれども、宅建の協会とか道庁とその辺、密に連絡を取

りながらやっていくと。これは実は国でもその辺は注視しているということが既にありま

す。ですからどういった形かで、いずれ全国の空き家、空き地の対策について出てくる中

に、そういった国の行政指導の部分も出てくるかなと思いますけれども、ぜひ、そういっ

たところの幅広い見地で、新しい部署では、そういった形で、先ほど榎本市民課長からあ

りましたように、現地の調査委託等ありますので、できるようですからね。空き地に対し

ての看板が立っている場合にはどうなのかと、そういったところも掘り下げて調査してい

ただきたいと思いますが、この辺についてのご見解をいただきたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、新しい部署ができてさまざまな部署で所管し

ていた業務が一体となって、住宅の部分について、やっていくということでございますの

で、どこまでできるかは、今言われたような国が注視している部分等もございますけれど

も、空き家対策の部分については、条例を定め、できる範囲という部分も決めてございま

す。そういった部分も含めまして、新しい組織の中でいろいろと、どこまでできるかも含

めて、ご提案のあった内容も踏まえまして、検討はしていきたいと考えてございます。以

上でございます。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 通告で 3 点出していますが、平和推進事業は既に多くの委員が質問していますので、こ

れはカットいたします。 

2 点お聞きいたします。街路灯整備支援事業、予算書 79 ページ。町内会、自治会への街

路灯ＬＥＤ化で、既にもう町内会から申し出を受け付けていると思うのですが、30 年度に
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おいて、このＬＥＤ化の普及率はどの程度までいく見込みなのかをまずお聞きしたいと思

います。 

それから 2点目、市民協働推進事業、予算書 89ページ。地域まちづくり推進事業ですが、

これは昨年の決算でもやりましたが、執行率が低いということで、これは新年度に向けて

見直すべきでないかと決算で指摘をしたのですが、この新年度予算ではどのような形を取

られたのか、お聞きいたします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。まず 1 点目、街路灯の関係でございますが、

街路灯のＬＥＤ化の普及率につきましては、平成 30年度の新規設置予定は 270灯を予定し

ており、30年度末においては総設置数が 5,200灯となる見込みであり、普及率は約 85％と

なる見込みでございます。 

まちづくり推進事業の関係でございますが、地域まちづくり推進事業の見直しにつきま

しては平成 18 年に制度ができて 11 年が経過して、ここ数年は助成率が下がっており、藤

田委員もおっしゃいましたように、過去の議会でも制度の活用のしづらさ等についてご指

摘をいただいておりました。制度を見直すにあたり市民が活用しやすい制度にすると同時

に、制度自体の趣旨を尊重しながら、また他の制度との整合性や持続性などを考慮しなけ

ればならないということで、まずそれを基本にさまざまな改正素案を検討いたしました。

しかし現時点においてこれだという結論には達していない状況にあります。改正にあたっ

ては一部の見直しに止めないで、制度自体の根本について改めて検討しなければならない

という判断から 30年度の改正には至っておりません。新年度においては結論が出せるよう

な検討をまた継続して行ってまいりたいと考えてございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問いたします。LＥＤに関しては 85％ということで、90％も見えてきたのかなと思う

のですが、まずは町内会においてＬＥＤ化が 100％、既に達成したという町内会、自治会で

すね、これは何団体があるのか、もし押さえているのであればお聞きしたいと思います。

それからもう 1 つ、町内会の電気代が毎年 6 月に清算するといいますか決定すると思うの

ですが、30 年度の見込みとして、ＬＥＤ化が 85％まで普及してきて、町内会の電気代が、

いわゆる交付金が下がる見込みなのか変わらないのか、その辺どのような見通しを立てて
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いるのかお聞きいたします。それからこのまちづくり推進事業に関しましては、今、榎本

市民課長から 30年度は特に新たな制度の見直しはしなかったというお答えもありましたの

で、これは市長の公約の 1 つでもあった事業でありますが、この執行率が年々下がってき

ていることからいけば、町内会からも何とか使い勝手をという要望がある事業であります

ので、これは市長に直接、もう 1 度お聞きしたいと思うので、この件は留保したいと思い

ますので、ＬＥＤだけもう 1度お答えください。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 100％のＬＥＤ化を実施した町内会等の数で申し上げますと、調査自体が少し古いのです

が、28年度末の段階では 130団体のうち 56団体が 100％のＬＥＤ化が完了している状況で

ございます。ＬＥＤ化が 85％まで進むことによる維持費の関係については、当然、ＬＥＤ

化の効果はかなりあると考えてございます。これは町内会の持っている街路灯の容量と種

類等によって若干変わりますが、町内会が負担する電気料が下がることにより、市からの

維持費の補助についても下がっていくものと考えてございます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 確認で。榎本市民課長から市の交付金も電気代の補助も下がる見込みでないかというお

話が出ましたが、今年度の予算の見積もりの中で、どの程度下がるかというのを積算して

いれば、改めて金額をお聞きしたいと思います。答えられる範囲でお願いします。 

 

尾崎委員長 

 榎本市民課長。 

 

榎本市民課長 

 お答え申し上げます。維持費については下がる見込みを立ててございますが、予算とし

ては 29年度を維持する予算を要求してございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員、推進事業については留保するということですね。 
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藤田委員 

 留保です。   

 

尾崎委員長 

山本委員。田辺委員。通告取り下げということでよろしいですか。 

 以上で本日の総務費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 21分 

再 開  午前 11時 23分 

 

尾崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に児童福祉費、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

を除く民生費、教育費の教育総務費の教育振興費のうち、幼稚園就園奨励費事業、幼稚園

就園準備支援事業、幼稚園協会連携事業及び幼稚園振興事業の質疑を行います。田辺委員。 

 

田辺委員 

 何点か質問させていただきます。ページ数が前後するかもしれませんが、予算書の 91ペ

ージの公的介護施設等整備支援事業についてお伺いします。私の通告では介護予防施設と

はと書いてありますけれども、この事業は空き家や地区会館などを活用して、介護予防や

認知症予防を実施する介護予防拠点の整備に対して補助するという事業ということはわか

ったのですが、これは新年度、何箇所くらい予定されているのかお伺いいたします。それ

から定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の募集についてですけれども、こちら第 6

期のときは 2 回募集をかけても指定に妥当な、指定できる事業所がなかったということで

すが、実際にこの事業は単独で行うにはなかなか経営的にも厳しい事業かと思います。大

きな法人でないとなかなか難しいのかなと思うのですが、こちらは 7 期の中で事業が設立

できる見込みで予定されているのかお伺いいたします。 

それから同じく 91ページ、ミニデイサービス支援事業ですけれども、今もいろいろな団

体がミニデイサービスを開催されていて、地域の中にこまめに歩いていけるそういう居場

所はとても必要なことかと思うのですが、こちらですね、この経過も、制度ができてから

随分経つと思うのですが、やれる団体が増えてきているのかということと、31 年度からは

見直しをすると書かれていて、計画の中でも数字はなくなっているのですけれども、これ

はどのようなことを検討されているのかお伺いいたします。 

それから予算書 93ページ、高齢者支援サービス事業の中の配食サービスについてですけ

れども、高齢者の数としては支援の方も含めて増えていると思うのですが、食数が減って
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きている原因はどのように考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 

それから予算書 89ページ、生活困窮者自立支援事業についてですけれども、これは今年

度から新しく一時生活支援事業が始まりますが、こちらの内容はどのようなものになって

いるのか。昨年はこの事業に見合うというのでしょうか、必要な方で、「ぽると」さんによ

ると、2件そういう相談があって実態があったということですけれども、そのこともあわせ

てお伺いします。それから前回一般質問の中でもさせていただいた引きこもり支援ですけ

れども、こちらの相談窓口は困窮者支援をやっている「ぽると」さんになるのか、市の福

祉課が中心となっていくのか、なかなかどこに相談するのかが本当に困っている方に届く

のかということが心配ですけれども、その辺の実態についてどのように進めていくのか、

お伺いします。   

それから予算書 105 ページ、子どもの権利擁護事業についてです。北広島にある権利条

例の理解、周知について、アンケートの実態によってもなかなか進んでいないのではない

かと思うのですが、こちらはやはり児童家庭課だけではなくて、教育委員会との連携がど

うしても不可欠だと思います。管内で条例があるのは当市だけですし、先生たちは管内転

勤して歩いているので、なかなかこの条例の理解を進めるのは難しいかと思うのですが、

こちらは今年度どう取り組まれていくのか、お伺いいたします。 

それから同じく 105 ページ、子どもの貧困対策検討事業についてですが、こちらはアン

ケート調査を行うと載っていますけれども、回収率が高くないとなかなか詳しい実態がわ

からないと思うのですが、サンプル数を多く作るためにアンケート調査をどういう方法で

やられるのか、お伺いします。 

次に 109 ページ、子ども・子育て支援プラン推進事業についてですけれども、こちらは

次に向けてニーズ調査を行うとなっていますけれども、この調査はどういう方法でやって

いくのか、お伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 荒川給付・保険料担当主査。 

 

荒川給付・保険料担当主査 

 田辺委員のご質問にお答えいたします。公的介護施設等整備事業につきまして、介護予

防拠点の整備は、30 年度において 1 箇所の整備を予定しております。また定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の整備の可能性についてですが、田辺委員がおっしゃいました

ように、第 6 期計画期間中におきましては公募を実施いたしましたが、整備には至りませ

んでした。今回平成 28 年度及び 29 年度中に複数の事業所様から照会がございまして、複

数の応募があるものと見込んでおります。仮に 1 回の公募で決まらなかった場合であって

も公募を繰り返すなどして、第 7 期計画期間中には必ず 1 箇所の整備に向けて進めてまい

ります。以上です。 
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尾崎委員長 

 渡邉高齢者福祉担当主査。 

 

渡邉高齢者福祉担当主査 

 田辺委員の質問のうち、ミニデイサービス支援事業と高齢者支援サービスの配食サービ

スについてお答えいたします。まずミニデイサービス支援事業につきましては、ミニデイ

サービスと地域お茶の間事業という 2 種類の団体の登録がございます。ミニデイサービス

については 13団体ということで横ばい傾向となっております。地域お茶の間事業につきま

しては、3年前の平成 28年に 9団体だったところ、現在のでは 12団体ということで、少し

ずつ増加傾向にある状況となっております。また、このミニデイサービス支援事業の見直

しにつきましては、現在進行している状況でありますので、内容等はこれから検討を進め

て、31年度に向けた準備をしているところであります。 

次に配食サービスにつきましては、田辺委員がご指摘のとおり、65 歳以上の人口につい

ては増加傾向にある北広島市におきまして、配食サービスは利用者が若干減少している傾

向となります。減少する要因について 29年度の配食サービスをやめられた方々の数字を整

理したところ、亡くなられた方、病院に入院された方、施設等に入所された方、転居等で

北広島市から出た方がそれぞれ若干名いらっしゃいました。それと合わせて今回配食をや

める理由がわからない方、本人の希望で止める方も 18名ということで、やめる方の半分く

らいがこちらに位置している傾向となっております。実際やめられた理由については、私

どもの届けには記載がございませんので、正確な情報は押さえておりませんが、その対策

として、毎年配食サービスを利用されている方にアンケート調査を行い、サービスの利用

を向上させるため各事業所にアンケート結果を報告書としてお返しして改善に努めている

ような状況であります。以上となります。 

 

尾崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 田辺委員のご質問にお答えいたします。私からは一時生活支援事業の関係と、自立支援

事業の相談の状況についてお答えいたします。まず、来年度からの生活困窮者の自立支援

事業における拡大の一時生活支援事業でございますけれども、事業内容につきましては、

一定の住居を持たない生活困窮者に対しまして食住を提供し、制度利用期間内に自立を目

指すということになります。期間につきましては原則 3 カ月ということで、最大 6 カ月間

までの延長があると考えてございます。その中でアセスメントを行いまして、その方の課

題等を把握し、自立に向けた支援を行うというような事業になってございます。今年度、
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類似する事業を法人独自で行っている部分でございますが、平成 29年度の 1月末現在の相

談実績でいきますと 7 件ほどそのような対象者がおりまして、その中で 2 件、類似事業を

活用してございます。1件については住居は持っていますが車上生活をされていた事例、も

う 1 件は受給者でありますけれども、若干引きこもり気味になっておりまして、ケースワ

ークをする中で単独での生活は困難だということで、一時的にこの類似事業を活用しまし

て、後にグループホームへ移ったという事例でございます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 引きこもりの相談窓口の件でお答え申し上げます。ちょうど 3 月 1 日号の広報で引きこ

もりの特集記事を掲載しておりまして、その中でも引きこもりの相談先の周知を行ってお

りますが、広報にも掲載しておりますとおり相談窓口が複数ございます。私どもとしては、

相談者が相談しやすい機関に、相談しやすい方法で相談できるようにということで、今後

も周知を行ってまいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 私からは子どもの権利擁護事業と子どもの貧困対策検討事業、そして子ども・子育て支

援プランのニーズ調査についてお答え申し上げます。子どもの権利条例につきましては、

昨年小学生 4年生から 18歳の子どもを対象に実施した実態・意識調査において、その認知

度は 31.1％となってございます。現在、学校を通じて啓発パンフレットや相談カードを配

布しているほか、副読本においても子どもの権利について学習する機会を設けているとこ

ろでございます。平成 30年度から計画期間が始まります第 2次子どもの権利に関する推進

計画におきましても、広報啓発の推進を課題として位置付けておりまして、30 年度予算に

おいて新たな啓発物品の配布に関する予算を計上しているところでございます。 

続きまして、子どもの貧困対策に関する実態調査につきましては、18 歳未満の子どもが

いる家庭を抽出しまして、保護者と子どもの両方を対象に調査を行うものでございます。

対象につきましては、住民基本台帳から年齢別の偏りがないように抽出し、郵送による調

査票の配布、回収を行う予定としてございます。またこれに加えまして、子どもが関わり

ます関係機関、関係団体などからのヒアリングにつきましても検討しているところでござ

います。回収率を上げる方法につきましては、他の調査や手続き等と時期が重複しないよ

うにするなど、より多くの回答が得られるようにしてまいりたいと考えてございます。 
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次に子ども・子育て支援プラン策定のためのニーズ調査についてでございますけれども、

平成 25年度に同様の調査を行ってございます。このときの調査を基本としながら、プラン

策定に有効な回答を得られるよう調査内容を検討してまいります。また、この調査の実施

にあたりましては、子ども・子育て会議におきまして、各委員からの意見をいただきなが

ら、調査項目の作成をし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 

 はじめの公的介護施設についてですけれども、今年度は介護予防拠点は 1 箇所予定され

ているということですけれども、具体的に空き家、地区会館ということですけれども、ど

こまでどのようなことの支援を補助の対象としてされていくのか。広報も含めてですけれ

ども、相手はどういう団体を想定されているのか、お伺いします。 

それから定期巡回型については今現在複数のところから応募があるということで、おそ

らく実施団体ができるのかと思うのですが、今回議案の中にありました定期巡回のいろい

ろハードルが少し下がったのではないかと思うのですが、それがたくさんの応募の要因と

なったのか、お伺いします。 

それからミニデイサービスの事業についてですけれども、これから見直しについて検討

されるということですが、こういう事業をする上でたぶん団体としては一番大変なのが会

場の場所の確保だと思います。場所の確保と、あとは特に北海道の場合は冬の光熱費がす

ごくかかると思うのですが、こういうところの支援ですね。今もされているのかどうか、

全部がされているのかわからないですけれども、こちらはこのまま維持されていくのかど

うかお伺いいたします。 

次に配食サービスについてですけれども、アンケート調査もやられているとのことです

が、なかなか本音のところを探るのは難しいのかなと思うのですが、私も以前から利用者

の方の声を聞くと、口に合わないとか、同じものが多いとか、そういう不満もあるようで

すが、実際なかなかそこが伝わらないのかなと思うのですが、やはり高齢者にとってはこ

の栄養状態を支える食事はとても大切なもので、今、介護保険のほうでは要支援者の訪問

介護サービスが外れたということもあって、総合事業に移って、実際総合事業に参入しな

い業者も増えていますよね。そうなってくるとサービスの担い手も減っているというとこ

ろで、訪問サービスによる食事作りはなかなか難しくなっていくのかなと思うのです。そ

うなるとやはり配食サービスはとても大切な事業だと思うのですが、事業者も市内では限

られています。それがやはり市内全域、365日、この広い北広島のどこにでも配達できると

いう条件だと、やはり大きな会社、大きな事業をやっているところしか難しいのではない

かと思うのですが、この辺の見直しなども必要ではないかと思いますが、いかがでしょう
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か。 

それから生活困窮者自立支援事業についてですけれども、昨年の事例をお話していただ

きましたけれども、住むところがない場合ですね、北広島市内でそういう場所を提供する

ところがあるのでしょうか。この前の札幌市の火災の事例にもありましたけれども、どう

しても環境的に厳しいところしか住むところがないというお話もありますので、市内でそ

のように住居の提供をするところが、その 3カ月、6カ月経ったあとですね、その後どうい

うことができるのか、お伺いします。 

ひきこもりの支援についてはわかりました。やはり相談しやすい環境整備が一番大切だ

と思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

次に子どもの権利条例の周知についてなのですが、先ほど千葉子育て支援室長からアン

ケートの結果が 31％というお話がありましたけれども、このアンケートもサンプル数があ

まりにも少ない中での数字なので、実際にはもっと低いのかなと思うのですが、そのよう

になってきますと、やはりこの実態調査のあり方ですね。この子どもの貧困対策も子育て

プランもそうですけれども、アンケートを取る時のサンプル数を多くする取り組みがやは

りどうしても必要になってくると思うのです。無作為で地域別にというお話もありました

けれども、学校を通してアンケートをすることが一番回収率が高くなるかと思うのですが、

そちらはこの色んな計画について、子どもの計画についてなのですが、対応できないのか

どうかお伺いします。 

それから子どもの権利相談についてですけれども、ホームページを開きますと相談窓口

が沢山出てきますけれども、市内だけではなくて札幌市とか北海道の相談もあるのですが、

やはり北広島市には子どもの権利相談、他の相談とは少し違うと思うのです。きちんとし

っかり救済制度、子どもにしっかり寄り添って救済制度もある中で、必ず解決するよとい

うことをもう少し強くアピールした相談窓口をしていかなければいけないと思うのですが、

その辺についてはいかがでしょうか。 

それから子育てプランの策定についてですけれども、先ほど委員会の会議があるので、

市民が入っている会議があるので、そちらでというお話でしたけれども、この委員会の開

催もその年によってすごく間の空いてしまうこともあるのですが、委員の方たちのモチベ

ーションというのでしょうか、関心をしっかりと繋ぐためにも、1年も間が空くのはどうな

のかなと考えたのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 荒川給付・保険料担当主査。 

 

荒川給付・保険料担当主査 

 公的介護施設等整備事業についてお答え申し上げます。まず介護予防拠点につきまして

は、財源としまして、北海道の介護サービス提供基盤補助金を利用することを考えており
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ます。介護予防拠点の整備にあたりましては、建物の改修等の整備のみが対象となってご

ざいまして、その上限額が 1 施設当たり 850 万円、この金額の範囲内におきまして、かか

った費用の 10割が補助されます。対象となる方につきましては、北広島市の施設整備の補

助要綱の中で個人ではなく法人という定めがございます。この法人につきましても介護予

防拠点の趣旨といいますのが、地域の住民が気軽に立ち寄れる場の整備ということになり

ますので、特段の定めはございませんが、営利団体はそぐわないものと考えておりますの

で、主に非営利団体が対象になっていくのではないでしょうか。 

次に定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者につきましては、平成 30年度の改正にお

きまして、人員基準が緩和されてございます。ただ事前に複数の事業所様からご相談いた

だいておりますのは、緩和前の 28年度、29年度に既にお話をいただいておりますので、国

自体が今後、皆さんが住みなれた居宅での生活を長く続けられる体制づくりを求めており

ますので、おそらくそういったニーズに向けて事業所様もご支援いただけるのではないか

と考えております。複数の事業所様からご相談をいただいた理由については、特段の確認

はしておりませんが、今のような理由ではないかとは考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 渡邉高齢者福祉担当主査。 

 

渡邉高齢者福祉担当主査 

 ミニデイサービス支援事業と配食についてお答えいたします。まずミニデイサービス支

援事業につきましては、先ほど田辺委員にご指摘いただいた部分としましては、団体の会

場費の確保という部分では、会場費の助成をそれぞれの団体にさせていただいております。

ミニデイと言われている団体については 1 回あたり 1 万円、地域お茶の間事業につきまし

ては 5 千円の会場費の助成をしております。今回の見直しにあたり各団体からも会場費の

確保、もしくは会場の確保に懸念の声も届いておりますので、そういったところも考慮し

ながら見直しの検討を進めていきたいと考えております。なお、先ほど交通手段というこ

とでいきますと、今回の支援事業の中では送迎する車の保険料について一部助成をしてい

るところであります。そういったところにつきましても改めて団体の方々の声を聞きなが

ら、見直しを進めさせていただければと思っております。 

次に配食サービスですが、口に合わない方がいらっしゃるですとか、同じものが続くと

いうご意見につきましては、ここ数年のアンケートの中でも何点かご報告いただいていま

すので、実施している事業者に市からお話をしながら、少しずつそのアンケート結果も減

ってきている現状となっております。また、総合事業の開始や介護保険制度の改正によっ

て、要介護者や要支援者の方々のヘルパーの利用が少なくなっているというご指摘もあり

ましたが、本市で行われている配食事業の要件が、食事が作れない方ということで整理を

させていただいております。そういった方々に配食サービスが 365 日、全市的にしっかり
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と行き渡らない場合、生命の維持ですとか、健康状態以外のところにも危険が及ぶ恐れが

ありますので、慎重に検討しながら進めていかなければと判断しております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 お答えをいたします。生活困窮者や高齢者が複数名入居している他の共同住宅みたいな

ものが市にあること自体は把握している状況でございまして、田辺委員がご指摘されてい

る部分でございますけれども、先ほどご答弁申し上げました相談実績の 7 件につきまして

は、実績として前段で申し上げましたこれらの共同住宅等を活用したことはございません。

これまでの相談実績からいいますと、このような事業を必要とされる方につきましては、

やはり何らかの障がいですとかそういった原因が多いと思いますので、この 3カ月、6カ月

の間に十分なアセスメントをする中で、障がい福祉サービスですとか高齢のサービスの資

源などを活用するとともに、そういった場合が不可能な場合については、救護施設にお世

話になるとか、そんなことも想定をしているところでございます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 子どもの権利関係と貧困対策等のアンケート調査のサンプル数の関係でございますが、

先ほど田辺委員が述べられたとおり、サンプル数は多い方が信頼度が高いということにな

ろうかと思います。権利関係また貧困関係の調査につきましては、各自治体においてこれ

まで実施してきているところでございますが、昨年度、札幌市でも子どもの貧困対策に係

るアンケートを実施しております。これにつきましても抽出による調査ということで、札

幌市においては 180 万人を超える人口の中で 1 万 6 千というサンプル数となっているとこ

ろでございます。これにつきまして、統計学上指標としまして、許容誤差と信頼レベル、

これに基づいておそらくは行っていると考えております。本市におきましても、もし抽出

して行う場合については、この標準的なサンプル数よりもより信頼度を上げるためにでき

る限りサンプル数を増やしていきたいと考えております。また配布方法や回収方法につい

てですが、学校を通すのが一番いいのではないかというご質問だったかと思いますが、こ

れまでも調査においては郵送で行っていたところでございます。特に貧困等の調査につき

ましては内容等もデリケートな部分もありますことから、直接配布するか郵送するかにつ

いては両方併せて検討していきたいと考えております。救済委員会のＰＲ等の関係でござ

いますが、子どもの権利条例の中で毎年 11 月を権利月間としてございます。この 11 月に
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各小中学校、高校に、先ほど答弁したとおり啓発パンフレットや相談カード等を配布して

いるところでございます。また毎月の広報によりまして、相談員が各児童センター等を巡

回しております部分を広報で啓発しているところでございます。今後におきましても引き

続きよりわかりやすい啓発活動に努めてまいりたいと考えております。 

子ども・子育て会議のあり方についてでありますが、こちらの会議につきましては条例

で設置している会議でございまして、子ども・子育て支援法に基づく設置となっておりま

す。会議の役割としましては、法に定められております教育・保育施設の利用定員の設定

に関すること、子ども・子育て支援事業計画を定めること、その他としまして市町村にお

ける総合的な計画の推進に必要な事項について調査・審議するという内容になっておりま

す。先ほど田辺委員から、回数的にもう少し多い方がいいのではないかというご意見があ

ったかと思いますけれども、平成 30 年度につきましては、現在の計画が平成 27 年から 31

年度の 5 カ年ということで、30 年度には次期計画の調査を実施することもございますこと

から、今後は回数も少し増えていくと捉えておりますし、この条例と法律で定めている役

割以外についても子ども・子育てに関することはこの会議の中で意見交換することができ

ると考えておりますので、その辺は考慮していきたいと考えております。 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 

 千葉子育て支援室長からお答えのあったアンケートのことですけれども、やはり答えや

すい内容にもきっと回収率というのは影響してくると思いますので、答えやすくて、回収

の方法などもぜひ工夫をして、呼びかけ等も工夫をして、北広島のこの事態がなるべく実

態に近い形で結果に反映されるような、そういうアンケートをやっていただきたいと思い

ます。それから今度の子どもの権利相談についても救済制度の価値といいますか、その辺

のところをぜひアピールできるような、そういう広報の仕方をお願いしたいと思います。

終わります。 

 

尾崎委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 57分 

再 開  午後 0時 55分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開します。 
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木村委員。 

 

木村委員 

2点ほど質問させていただきます。先ほど田辺委員からも質問をされておりましたが、予

算書 91ページ、公的介護施設整備事業のうち定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を

整備したということでけれども、平成 29 年度の部分では 850 万円だったのが、平成 30 年

度は 2,447 万円に増額になっている理由をお伺いしたいと思います。先ほどの答弁をお伺

いしていますと、複数の応募があったということもありますが、一応何箇所分の予算を組

んでいるのか、お伺いしたいと思います。 

それともう 1つ、103ページのひとり親家庭支援事業についてですけれども、これも平成

29年度は 178万円で、平成 30年度は 293万円と増額した理由をお伺いします。それと事業

内容については、それぞれ家庭生活支援員派遣による生活援助や子育て支援を行うことと、

またひとり親家庭の経済的自立に効果的な資格取得のために、教育訓練講座受講料の一部

とかうんぬんとかありますが、それぞれの平成 29年度の実績といいますか、人数をお伺い

したいと思います。 

 

田辺副委員長 

 荒川給付・保険料担当主査。 

 

荒川給付・保険料担当主査 

 木村委員のご質問にお答え申し上げます。まず公的介護施設等整備事業についてですが、

29年度予算は 850万円で計上してございました。30年につきましては定期巡回の施設と介

護予防拠点の施設、各々1つずつで、合計 2箇所の整備を予定してございます。予算の内訳

ですが、財源として北海道の介護サービス提供基盤等整備事業費交付金を利用する予定で

すので、交付金のメニューの上限額としております。内訳は定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所につきまして施設整備にかかる費用が 1 施設あたり 567 万円、同じくその定

期巡回の開設準備経費、これは施設以外の例えば机ですとか椅子などのそういった機材の

準備、こちらが 1,030 万円、次に介護予防拠点につきまして施設整備の補助金が 1 施設あ

たり 850 万円、介護予防拠点につきましては開設準備経費の交付金がございませんので、

これら 567万円と 1,030万円、それと 850万円の合計で 2,447万円を計上してございます。

以上です。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 
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 ひとり親家庭支援事業についてお答え申し上げます。ひとり親家庭支援事業の事業費を

増額した理由につきましては、高等職業訓練促進給付金に関しましては、平成 29年度は新

規利用者 1名分を予算計上しておりましたが、平成 30年度におきましては新規利用者 2名

分を計上してございます。これにより 120 万円を増額しているところであります。この制

度を利用される場合には事前相談が必要となっており、予算に計上している 2 名分につき

ましては既に相談をいただいている方の分となってございます。このほか当該事業につき

ましては、ひとり親家庭日常生活支援で家庭生活支援員の派遣を延べ 48回分、自立支援教

育訓練給付金、高等学校卒業程度認定試験合格支援をそれぞれ 1 名分計上しております。

なお 29 年度の日常生活支援の実績状況でございますが、これまでのところ 3 名、延べ 26

回の利用となってございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 最初の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について、29 年度は 0 件だったのです

が、新年度は増えるということですが、確認ですけれども、私もよくわからないというか、

この定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所というのは、平成 29年度は 0だったのです

が、例えばそういう在宅の方たちの定期巡回に関しては、これまではどのような形でされ

ていたのか。全く新たにされるのかどうか、確認の意味でお伺いしたいと思います。在宅

で定期巡回というのは本当にこれからますます需要が高まると思うのですが、この一事業

所が例えば増えて、対応が十分なのか、もちろん今後もどんどん増えていけばいいと思う

のですが、今後についてどのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 荒川給付・保険料担当主査。 

 

荒川給付・保険料担当主査 

 お答えいたします。まず定期巡回ですけれども、ある程度重度の方を対象に、具体的に

は要介護度 1 以上の方のみが利用できるサービスです。数ある介護事業所の中でも地域密

着型介護サービスと呼ばれる種類のもので、施設が所在する市町村にお住まいの方しか利

用ができません。ですから今現在、29 年度までは北広島市内に定期巡回の施設がございま

せんでしたので、市内の方は利用できない状況でした。仮に札幌市に事業所があっても利

用できないということです。サービスの内容につきましては、日中、夜間を通じまして、

365 日 24 時間体制で訪問介護の部分と、医療系の訪問看護の部分のサービスをあらかじめ

プランに定めて提供されます。例えば月曜日から日曜日まで毎朝の着替えと食事、毎晩の
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着替えと食事などのように定期的に巡回するものと、不測の事態、例えば失禁してしまっ

て布団が汚れたですとかそういったときには、コールセンターを利用することで随時対応

できるというものになります。今後在宅生活が重要視されてきますので重要な一角を担う

サービスと考えておりますが、今後の利用の伸びにつきましては今のところ推計が難しい

状況でございます。第 7 期計画策定時の推計としましては、国が示す 1 事業所あたりの利

用人員が 21名程度とされておりましたので、その 3分の 1ずつ増加を見込みまして、30年

度に 7名、31年度に 14名、32年度には 21名の利用者がいるのではないかということで給

付費の推計を行っております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 今お話をお伺いしましたら、そういった形で利用者の方も倍、倍、倍という感じで 7 名

から 14名という形で増えていくのですが、それに合わせて、先ほどこの施設を募集するに

あたって、そこの職員の方、人員の緩和、なんかあれですよね、なんか緩和されたとかっ

ていうのがありましたけれども、そういう面ではなかなか実際に携わる職員の方たちの確

保というのは、また話は別ですけれども、前に聖芳園で訪問看護ステーションがありまし

たが、途中で人員確保が難しくて無くなってしまったりとか、本当にこの部分では人員確

保にすごく大変だと思いますけれども、需要がどんどん高まっていく中で、本当にそうい

う面で、市からも確保について努力していただきたいと言ったら変ですけれど、それにつ

いてまたお伺いしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 木村委員の質問にお答えいたします。当市は 29年度から介護の人材確保ということで事

業に取り組んでいるところですが、新年度は介護のほかに障がいの現場、それから保育の

現場でも人員確保対策、非常に苦慮しているということで、新たな人材確保対策事業を開

始する予定となっているところであります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 
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 順不同になるかもしれませんが、少し多いですけれども 6項目について伺います。1つ目

は先ほど田辺委員からもありましたが、予算者 89 ページ、附属資料 12 ページの生活困窮

者自立支援事業で、新規拡大の部分について、車上生活とかホームレス生活を送っている

方々への食、住を提供するということで、その対象者の実情に合わせて当市のニーズはど

のように考えていらっしゃるのか。また受け入れ先は委託事業所になるかと思うのですが、

その委託事業所における受け入れ状況、対象者の人数なども含めて受け入れ状況はどのよ

うな現状なのか伺います。 

2 つ目が予算書 89 ページ、附属資料 3 ページの社会福祉総務費の避難行動要支援者対策

事業ということで、こちら 55万 2千円の予算、これは名簿更新作成費ということで組まれ

ているかと思うのですが、この避難行動要支援者対策事業の内容について、いまいち私自

身、どのように今取り組まれているのか、その実情がなかなか見えてこない部分もありま

したので、その実施状況について伺いたいと思います。 

3点目が予算書 93ページ、附属資料 10ページの福祉人材確保対策事業で、今、三上高齢

者支援課長からもご答弁でありましたけれども、新規で 701 万円組んでいますけれども、

この実施計画に対しての市内の福祉事業所の人材不足の現状というか、雇用の現状はどの

ように実態把握をしていらっしゃるのか伺います。 

4 点目、予算書 95 ページ、資料 8 ページ、項目が別々になっているのですが、障がい福

祉費として精神障がい者社会復帰訓練通所交通費助成事業と障がい者等交通費助成事業に

ついて伺いますが、1つ目の精神障がい者の交通費助成事業について、これまでも助成の拡

大について各公共交通事業所へ働きかけていきますという答弁をいただいているのですが、

そちらの取り組み内容、どのようになっているのか伺います。2つ目の障がい者等交通費助

成事業ですけれども、こちらも交通費助成拡充の検討をどのように考えていらっしゃるの

か、現在精神障がい者手帳 1級を持っている方が対象ですけれども、2級、3級の方も使え

るように、助成対象になるようなことを検討していっていただきたいと思いますが、その

辺りをどのようにお考えなのか伺います。 

最後、予算書 101 ページ、資料 4 ページ、児童母子福祉費の児童扶養手当支給事業です

けれども、こちら 2 億 5 千万円くらい、これはこの 8 月から所得制限が基準緩和、規制緩

和されるということで、これまで年収 130万円の方が対象だったのが、8月からは年収 160

万円の方たちも対象になるということで、その分が含まれているのかなと思うのですが、

市内ではどれくらいの方が対象になるのか。今まで一部支給だったのが、この規制緩和に

よって全額もらえるようになる方がいるかと思うのですが、市内の実態数を伺います。1回

目終わります。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 
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奥山福祉課長 

 永井委員のご質問にお答えいたします。生活困窮者の関係ですが、まず、ニーズの考え

方でございますけれども、午前中のご質問でもありましたけれども、生活困窮者の自立支

援法が始まりまして、これまで今回実施する事業の対象と思われる方については 7 事例ほ

ど該当があったところでございます。その中で、年間でいいますと大体 1年で 2、3件程度

という事例でございます。受け入れの部分については、予算の議決後、今、事務手続きは

進めておりますが、社会福祉法人に委託することを考えてございまして、予算上は年間 3

名程度、延べ日数で 270 日の受け入れを想定しているところでございます。以上でありま

す。 

 

田辺副委員長 

 林福祉庶務担当主査。 

 

林福祉庶務担当主査 

 私からは避難行動要支援者対策事業についてお答え申し上げます。事業の内容、実情等

についてということですけれども、まず本事業につきましては災害対策基本法に基づきま

して、市町村で作成する避難行動要支援者名簿の更新や管理をシステムにより行っており

ます。平常時から民生委員や自治会など、災害時に実際に支援に携わっていただく関係者

の方々へ名簿の提供などを行っていき、災害に備えるといった内容の事業となってござい

ます。現在名簿の提供を進めておりますけれども、昨年 12月には単位自治会の会長宛てに

本制度の周知と名簿の提供に関する個人情報の取り扱いなどについてご案内をいたしまし

て、取り組みに対するご協力のお願いをしたところでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 福祉人材確保対策事業についてお答えいたします。平成 29年 7月に市内の事業所を対象

としまして人材不足の実態の調査を実施いたしました。介護、障がい、保育、合計 108 箇

所を対象として、そのうち 6割となります 64箇所の事業所からご回答をいただいたところ

であります。その 64 箇所のうち、ちょうど 70％にあたります 45 箇所の事業所から人員不

足という回答を得たところであり、ニーズに関しましては正職員、パート職員等合わせて

135人という状況でありました。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 川又障がい福祉担当主査。 
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川又障がい福祉担当主査 

 私からは障がい者等交通費助成事業と精神障がい者社会復帰訓練通所交通費事業の部分

で 2 点ほどご質問あったかと思いますので、その点についてご答弁させていただきます。

まず 1 点目といたしまして、助成の拡充と取り組みの内容というご質問かと思いますけれ

ども、平成 24年に国土交通省で一般乗合旅客自動車運送事業標準約款が改正されてござい

まして、精神障がい者も身体、知的障がいと同様に運賃の割引の対象とされているという

ことを踏まえまして、内部でも検討を重ねた結果、1自治体ということよりは国や道など広

い範囲で対応することが望ましいと考えられることから、北海道市長会を通じまして、国

や道に対しまして、3障がい同一の取り扱いとなるように、事業所に対して指導、要請の徹

底を図ることを要請しているところでございます。引き続き市長会を通じて働きかけを行

うとともに、その動向を注視してまいりたいと考えているところでございます。 

2点目の拡充の交通費の、いわゆるタクシー券、ガソリン券の精神疾患障がい者手帳 2級、

3級の方の拡充の部分でございますけれども、当該事業につきましては、おひとりで、社会

参加や生活行動範囲の拡大が困難な重度の障がいのある方の社会的障壁、バリアを緩和す

ることを目的とした事業ということで実施しているところでございまして、他の自治体

等々の状況も鑑みながら、現在のところは対象の拡充については考えてございませんけれ

ども、その事業の内容等々につきましては他自治体の動向を踏まえて、調査研究していき

たいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 記内児童家庭担当主査。 

 

記内児童家庭担当主査 

 児童扶養手当支給事業についてお答え申し上げます。児童扶養手当の全部支給の所得制

限額につきましては、平成 30年 8月から引き上げとなるところでございます。これにより

まして、一部支給から全部支給に切り替わる方につきましては、60 名ほど増える見込みと

なっております。手当月額につきましては、対象児童 1 人の世帯で最大で月額 5,600 円ほ

ど増額となる見込みでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 永井委員。 

 

 

永井委員 

 まず生活困窮者の関連で、こちら予算で委託料として 2,200 万円ほど組まれているかと
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思うのですが、こちらの委託料ということで事業所に払われるかと思うのですが、例えば

施設の生活困窮の方を受け入れるにあたって、施設の改修整備が必要だったり、スタッフ

の方々の負担も考えての報酬等も含まれているのかということをお聞きます。たしか国の

規定を見ましたら、その職員の給与報酬に関しては事業所自体が払っていかなければいけ

ないというようなことも書いてありましたので、その辺についての市の助成、市の補助な

どはどうなのかをお聞きします。 

2つ目の避難行動要支援者の関連ですけれども、現在、市から自治会へ平常時の要支援者

の名簿を提供しているということですけれども、逆に自治会から、町内会などから少し近

所に気になる人がいるので名簿に載せることはできないだろうかというようなことはある

のでしょうか。そのように自治会と自主防災組織ということで、自治会、町内会が率先的

にやっていくというのは私も理解しているのですが、この自治会、町内会側と市の連携に

ついてこれからもっと取り組んでいっていただきたいと思いますので伺います。もう 1点、

今後の取り組み内容として、要支援者一人ひとりの災害時における支援について検討する

と資料にも書かれているのですが、その個々人の支援対策などを自治会や町内会、民生委

員、また支援者の方々などとどのように認識、共有し合っているのでしょうか。伺います。 

3点目の福祉人材ですけれども、総数で 135人不足していると事業者側から報告もあった

ということで、本当にこれは自分の実体験を踏まえてもなかなか人が集まらない、そして

定着しないという実態があるということですけれども、例えば就職した後のサポート、た

しか幌加内町だったと思うのですが、福祉事業所で働いたときに定着してもらうために家

賃の助成を行ったり、また近隣の栗山町では町立の福祉学校がありますよね。そちらの学

生たちに給付型奨学金を町で出して、栗山町に住み続けてもらうなどの対策をとっている

ので、ぜひ、北広島でもそのような対策を検討してみてはいかがでしょうか。見解を伺い

ます。 

4 つ目の障がいを持つ方々の交通費の関係ですけれども、2006 年に国で 3 つの障がいを

一元化して、交通公共に関する助成をしていきなさいと出ているのですが、全国的にもま

だ公営と民営の交通事業者を合わせて 33.8％くらいしかその助成制度が進んでいないとい

うことで、なかなかこれは北広島みたいに市営のバスや市電などを持っていない自治体に

とっては取り組みにくいところがあるのかなとも思うのですが、ご存知のように、札幌市

では 2019年から、今まで使えていなかった市電やバスを精神障がいの手帳を持っている方

も使えるようになるということで、あとは函館市でも市電と函館バス、市営のものがあり

ますので、函館市では 3 級の方も助成を受けているので、ぜひ、市でも今後、市長会を通

じての助成制度の設立を頼むと同時に、やはり市独自でもバスの交通利用の促進なども絡

めて対策を考えていっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

最後、児童扶養手当ですけれども、こちら支給時期の見直しも、国の 2018年度予算案で、

2019 年度から手当の支給回数を 3 回から 6 回に増やすことが盛り込まれているのですが、

北広島も 2019年度からそのようにされるのでしょうか。伺います。 
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田辺副委員長 

 新川生活保護担当主査。 

 

新川生活保護担当主査 

 永井委員のご質問にお答えします。生活困窮者自立支援事業の一時生活支援事業の予算

につきましてですが、こちらに書かれております 2,308 万円のうち、一時生活支援事業に

つきましては約 100 万円の予算と考えております。先ほどご質問にありました積算内容に

つきましては、住居費、食費、光熱水費、管理費、共益費を計上しており、報酬等につい

ては今のところ計上しておりません。以上です。 

 

田辺副委員長 

 林福祉庶務担当主査。 

 

林福祉庶務担当主査 

 避難行動要支援者対策事業の再質問にお答え申し上げます。まず 1 つ目の要支援者名簿

の作成における支援が必要な方の情報把握の方法ということになるかと思いますけれども、

こちらにつきましては、まずは市が保有しております要介護者、障がい者、妊産婦などの

情報、また北海道が保有します難病患者等の情報、これらを基に名簿を作成しておりまし

て、災害に備え、平常時から避難支援等関係者へ名簿を提供するために対象者ご本人へ名

簿の提供の同意確認を行っている状況でございます。ただ要介護、障がいなどの条件で対

象にならない方でも何らかの支援が必要と思われる方につきましては、民生委員や自治会、

関係機関等が把握している場合があると思われますので、そういったところからも情報を

いただきながら把握を行ってまいりたいと考えております。2つ目の災害時の実際の支援に

ついてですが、要支援者名簿の対象の方につきましては、具体的に、災害が発生する恐れ

があった場合に、どなたが支援してどのように避難をするかという個別計画を作成するこ

とになっております。現在、対象者数も多いことから、作成が進んでいる状況とは言えな

いのですが、これらにつきましては地域のご協力をいただきながら作成していくことが重

要と考えておりますので、今後も引き続き自治会等への周知を行っていきながら制度の内

容をご理解いただくとともに、取り組みへのご協力をお願いしていきたいと考えておりま

す。以上です。 

 

 

田辺副委員長 

三上高齢者支援課長。 
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三上高齢者支援課長 

 人材確保対策についてでありますが、平成 30年度におきましては、主に採用に結びつく

就労支援に重点を置いた取り組みを開始することとしたところでありますが、職員の定着、

それから離職防止といった取り組みに関しても同じくらい重要な課題だと認識しておりま

すので、今後事業を実施していく中で検討していかなければならないと考えているところ

であります。以上です。 

 

田辺副委員長 

 川又障がい福祉担当主査。 

 

川又障がい福祉担当主査 

 再質問にお答えいたします。繰り返しの答弁にはなりますけれども、市長会を通じまし

て現在も国や北海道に対して要請しているところでございまして、このたび、平成 29 年 7

月 31日でございますけれども、先ほどお話したような 3障がい同一の取り扱いになるよう

にと、国土交通省から公益社団法人日本バス協会に対して、協力依頼の文書も出ていると

ころでございます。市長会を通してこういった取り組みが各事業所に周知、徹底されるこ

とは、なかなか 1 自治体でできることは難しいかと思いますけれども、市長会を通じて今

後も働きかけていきたいと思っているところでございます。また公共交通機関の利用促進

という観点からも、障がい者の移動の確保という部分で何ができるのかという先進事例の

検討をしながら、調査研究していきたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 児童扶養手当の支給時期の件についてお答え申し上げます。児童扶養手当の支給時期に

つきましては、国において、2019年 11月支給分から 6回に見直しが行われるよう案が示さ

れております。本市におきましてもこれに準拠した見直しを行う予定でございます。 

 

田辺副委員長 

 永井委員。 

 

 

永井委員 

 では 2点、3回目の質問をいたします。まず避難行動要支援者ですけれども、なかなか自

治会と行政側と連携が取りづらいということなのですが、ご覧になった職員の方もいるか
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と思いますけれども、今週の月曜日にたまたまＮＨＫのテレビ番組で避難行動要支援者の

特集が放送されておりまして見ましたところ、大分県別府市では市の職員としてＣＳＷ、

コミュニティソーシャルワーカーを防災推進専門員として雇用し、介護のケアマネと障が

いの相談支援専門員に個別避難計画を作成してもらって、これはもちろん無料ということ

ではなく、作成費の基準額 1 万 2 千円に 7 千円を上乗せして作成してもらったと。それを

基に行政側と自治会、町内会が何回もミーティングを重ねて、課題点や個々人の支援策を

共有し合い、年に 1 回の市の避難訓練には障がいを持っている方、高齢の方も、当事者の

方たちも参加して、そのことで行政側や町内の住民の方たちも、こういう障がいを持って

いる方がこういう行動しか、こうすれば避難できるという状況や状態をお互いに把握し合

うことができたということが特集されていましたので、そのように市の職員だけではなか

なか難しいということであれば、もう北広島は福祉のまちなのですから、せっかく専門の

方たちがいるので、そのような方たちとも連携を取りながら、個別支援計画などを作って

要支援者への避難行動の支援を行っていっていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

児童扶養手当の再質問ですけれども、11月の支給分から 2019年度やっていきますよとい

うことですけれども、例えばこれを毎月支給していくことは考えられていないのでしょう

か。ご存知と思いますが、明石市では 2017年度にモデル事業として全国初の毎月支給を実

施しております。2018 年度は本格実施に踏み切るということで、明石市は中学校までの所

得制限なしで医療費無料化など、大変子育てに力を入れているまちなのですが、このよう

に北海道初、石狩管内初というような形で毎月支給なども考えていただければと思います

けれども、いかがでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 ご質問にお答えします。避難行動の要支援者の関係でございますけれども、災害の規模

によりますけれども、大災害が起きたときにやはり行政の力だけでは何ともならないとこ

ろもございまして、地域の皆さんのご協力をいただいて、要支援者を安全な場所に避難さ

せるのが重要だと考えてございます。避難にあたっては、要支援者の状況ですとか肉体的、

精神的状況をわかっていないとなかなか支援ができないことも承知しておりまして、われ

われもこの取り組みを進めていく中では、先ほどおっしゃいました介護のケアマネージャ

ーの方や障がい福祉サービスの相談のサービス利用計画を作成している事業所ですとかに

もご協力をいただきながら、地域と一緒になってそういう計画づくりを 1 つずつですけれ

ども取り組んでまいりたいと考えてございます。コミュニティソーシャルワーカーについ

ては当市はまだ取り組んでございませんので、今のところはそういった関係機関の協力を
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得ながら、やはりその方の状況をよく把握して、災害が起きたときに配慮しなければなら

ないこととか、そういう部分も含めて計画を立てていきたいと考えてございます。以上で

あります。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 児童扶養手当の支給回数の毎月支給ができないかというご質問でございますが、先ほど

の答弁にもございましたとおり、来年 11月から年 6回の支給ということで、当面の間はこ

の国に準拠した支給方法で実施していきたいと考えておりますことから、現在のところ毎

月支給につきましては考えていないところでございます。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 何点かご質問させていただきます。最初に 91 ページのふれあい温泉事業でございます。

おそらく去年も予算審査特別委員会で聞いたかと思いますが、事業の効果とか拡大の関係

でお聞きしたいと思いますけれども、対象数、65 歳以上だったと思いますけれども、その

対象数と助成券の利用者、それと助成券を使っての使用率というのが、この何年間かやら

れていると思いますけれど、その辺の推移はどのように把握されているのかと、それから

老人クラブ等団体に対する相談等の実施と温泉事業の中でこういう項目がはまってきてい

ますけれども、これらについてはどういうイメージで、どこでどのようなことを行うのか

をお聞きしたいと思います。 

それから 2 点目。93 ページ、福祉人材確保対策事業。これは新規事業でございますけれ

ども、先ほどの質問の中でもありましたけれども、135名が不足しているという、そこに対

する人材確保を法的にも支援しようという中身だろうと思いますけれども、具体的にどの

ような形で事業展開を行うのか。人材を確保するという、その手法、手段ですね。それと

職種とか人員について、この新年度事業の中でどのぐらいの人を確保していく予定なのか

をお聞きしたいと思います。 

93 ページ、移送サービス事業でございますけれども、このサービス内容、対象数とか在

宅でいうと要介護 4と 5、それからも重度障がいというように対象者についてはそういう縛

りがありますけれども、どの程度の利用を予定しているのか。この程度が使われています

よという実績も含めてお聞きしたいと思います。それから移送手段のメニュー、在宅だけ

ど寝たきりの人もいるかもしれません。多少の介助で持っていくかもしれません。ですか
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ら福祉タクシー的なものなのか、どういう身体障がい者の移送なのか、そこら辺のメニュ

ーと、それに対する 1回あたりの費用はどのくらいなのかをお聞きしたいと思います。 

それから 97ページ、サポートファイル推進事業。これも新規でございますけれども、サ

ポートファイルのイメージをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

それから 103 ページでございますけれども、病児の緊急預かり事業ということで、今回

拡大と言っておりますけれども、拡大部分とはどういう中身なのかと。相互援助組織とは

どういうことなのか。預かり者の資格は研修等を受けるのだろうと思いますが、そこら辺

を具体的にお示しいただきたいと思います。それと病児緊急預かりですから、リスク管理

プログラムとかそういったものが必要なのかどうか、その辺もあると思いますので、そこ

ら辺をお聞きしたいと思います。それから利用料の上限に対しての一部支援とはどの程度

かという中身をお聞かせいただきたいと思います。 

それから 105 ページ、子どもの貧困対策検討事業でございますけれども、先ほども各委

員からお話がありました。今までのこと、18 歳未満の子と親と、今までは書面の郵送とい

うとこらへんがありましたけれども、答弁の中では書面調査、対面調査併せて検討したい

ということがございますけれども、例えば対面調査とした場合、それも併用するとした場

合は、調査員の資格はどういう方を調査員とされるのかどうかと。それから、ちょっと聞

き漏らしたのかもしれません。もう 1 度お聞きします。全量統計上の信頼数プラスアルフ

ァとして検討ということでございますけれども、そこら辺のもう 1 回考え方をお知らせい

ただきたい。それから客体の把握方法は住基と言っていましたけれども、それは貧困家庭

の把握ではなくて、一般家庭をそれぞれ無作為抽出をして調査という中身なのかどうか、

もう 1度お聞きしたいと思います。 

それから 109 ページ、実費徴収補足給付事業でございますけれども、対象数はどの程度

把握されているのか。それから実費徴収費用の一部補助についての判断基準、補助率なの

か定額なのかというところ、それからこれらについては生活保護費等の支給事業の中で、

これらについての扶助も包括できるものなのかどうなのか。今、単費で置いていますけれ

ども、そういうとこらへんのところを活用できるのかどうか、そこら辺の考え方をお聞き

したいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 渡邉高齢者福祉担当主査。 

 

渡邉高齢者福祉担当主査 

 小田島委員の質問にお答えしたいと思います。まずふれあい温泉事業について、事業の

効果ということですが、対象となる 65歳以上の方については団塊の世代の方々がこの対象

となりますので、年々増えている傾向となっております。数字的なお話もさせてもらいま

すと、平成 25 年度末には約 1 万 5,500 人だった方が、平成 30 年 2 月現在では約 1 万 8 千
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人となっておりますので、対象者数は 2,500 人程度の増加となっております。ふれあい温

泉事業の入浴助成事業の利用者ですが、平成 27年度は 4,017名、平成 28年度が 3,989名、

平成 29年度の今現在の交付枚数が 3,898枚ですので、前年同月と比べましても若干の減少

傾向となっていますので、交付率は少しずつ低くなってきております。次に老人クラブ等

団体に対する相談等の事業の実施はどういう内容かというお話でしたが、ふれあい温泉事

業は 2 つの事業を市では実施しておりまして、まず 1 点目の事業は先ほどお話した入浴助

成事業となります。もう 1 つの事業としまして入浴指導事業というものがございまして、

これは単位老人クラブですとか福祉団体等を対象としながら、バスで温泉まで送迎させて

いただいて、その後、健康測定、血圧測定ですとか体調の測定をさせていただいて、健康

講話、そしてストレッチですとか体操をしていただいて、その後ご自宅に帰っていただく

ような事業を実施しております。これについては委託事業ということで、委託業者にお願

いしながら指導等をしているところとなります。以上となります。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 人材確保対策事業についてご答弁させていただきます。まず平成 29年度に引き続き、介

護事業所で働くきっかけをつくるためのくらしサポーター研修を 5 月に 2 日間、10 時間の

カリキュラムで開催する予定としてございます。その続きとしまして合同就職説明会を 6

月に、30 年度については介護、障がい、保育の事業所と、合同での開催を検討していると

ころであります。その後におきまして、7月１日以降に採用される正職員を対象として就労

支援金として一律 5 万円、そして定住促進策という意味合いも込めて市外からの転入者に

は 10万円の加算、さらに就労継続 6カ月後に 5万円の加算ということで、最大で市内居住

者の方 10 万円、市外から転入者の方 20 万円で支給する予定で検討しているところであり

ます。事業所ごとの職種等についてですが、介護と障がいの現場については比較的職種が

重複する部分もございますけれども、介護福祉士や介護支援専門員、それから看護師や理

学療法士、作業療法士等が対象になるということで今現在検討しております。また保育に

おきましては保育士や幼稚園教諭が対象になると考えているところです。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 川又障がい福祉担当主査。 

 

川又障がい福祉担当主査 

 移送サービスの事業についてご答弁させていただきます。まず対象者についてですけれ

ども、高齢者のうち要介護 4、5、あと下肢や体幹に重度の障がいがある方のうち、一般交
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通機関の利用、例えばタクシー、一般的なタクシーで座位が保てない方ですとか、そうい

ったとても重度な、一般の公共交通機関を利用することが困難な在宅の方を利用の対象者

としているところでございます。この事業は登録制となってございまして、現在登録者は

平成 28 年度末で 116 名の方に登録していただいてございます。そのうち 65 歳以上の方が

67名、65歳未満といいますか 0歳から 64歳までの方が 49名という状況でございます。利

用回数につきましては、平成 28年度は 1,164回、実績としてある状況でございまして、今

回平成 30年度の予算を計上させていただいておりますけれども、登録者は 3名増の 119名、

利用回数でいいますとおおむね 1,100 回前後、数字的には 1,025 回ということで、検討し

ているところでございます。手段、メニューの内容というご質問かと思いますが、先ほど

お話ししたとおり、一般的なタクシーが利用困難な方になりますので、例えば車いすのま

まとかストレッチャーのまま乗用しなければならない方がお車にホームヘルパーを同乗さ

せて利用することが必要となっている制度でございます。1回あたりの費用につきましては

市内、あと市外ですと近郊、あと市外の遠方、札幌市と千歳市ぐらいまでは対象の地域と

してございますけれども、時間単価でいいますと 30分から 1時間未満で、市内ですと総額

2,150円の金額に対して、市として委託料が 1,900円お支払いして、ご本人のご負担が 250

円という制度でございます。それが近郊ですと、ご本人の負担が 500 円、遠方といいます

かそれ以外の地域ですと、ご本人の負担が 1,000 円ということで、委託料もそれに応じて

増額をしているところでございます。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 新規のサポートファイル推進事業についてお答えいたします。サポートファイル推進事

業につきましては、以前から北広島市の自立支援協議会の子ども支援部会においていろい

ろご検討をいただきまして、このたび完成品ができまして、事業化となってございます。

冊子につきましてはＡ4の 100ページぐらいのものになってございまして、まず子どもの成

長の記録、それと主に支援が必要な子どもについてということで、この事業をスタートさ

せていただきますので、支援内容を記録できるようなものになってございまして、基本的

には保護者の方にお渡しすると考えてございます。目的としましては、お子さんが各ライ

フステージにいったときに、関係機関が支援に必要な情報を共有する 1 つのツールとして

使用するということと、保護者の方がライフステージの移行のときに何度も同じことを行

政の窓口やそういうところで説明しなければいけないということが以前から言われており

まして、このサポートファイルを使用することにより、保護者の負担軽減にも繋がるとい

うことから、事業を開始するものでございます。以上であります。 
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田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 まず病児緊急預かり事業についてお答え申し上げます。病児緊急預かり事業につきまし

ては、援助を受けたい方と援助をする方がそれぞれ会員として登録し、こども緊急サポー

トネットワークを組織し、子どもの病気や保護者の仕事などの場合に子どもの預かりなど

を実施しております。子どもの預かりを行う協力会員の資格についてでありますが、北海

道が実施します子育て支援員研修における基本研修、地域保育研修及びファミリーサポー

トセンター専門研修を終了しているか、保育や発達、安全、事故対応など合計 24時間の講

習を終了する必要がございます。リスク管理につきましては、協力会員が受講する講習に

安全事故対応に関するカリキュラムがあるほか、医療機関との連携を行っているところで

あります。併せてこのほか、補償保険にも加入しております。利用料金につきましては病

児、病後児の預かりについて子ども 1 人あたりの利用料金の上限を 1 日 3 千円に設定する

もので、このほかひとり親家庭や非課税世帯、生活保護世帯を対象に月額 1 万円を上限に

利用料金の 2分の 1を補助するものでございます。 

続きまして子どもの貧困対策の調査の関係でございますが、抽出します家庭につきまし

ては貧困等の家庭に限定するものではなく、対象年齢の全世帯の中から抽出するものでご

ざいます。またサンプル数のことでございますが、例えばアンケート調査などを実施する

場合につきましては、よりサンプル数が多い方が信頼性が高いということになりますが、

標準的なアンケート調査のサンプル数におきましては、例えば分母が 100 人の調査であれ

ばサンプル数は 80名、1万人であれば 370名、10万人であれば 383名というように、分母

によりましてそのサンプル数は変動してございます。今回対象となります世帯、数値的に

は持ってきてございませんけれども、子どもの数が、児童手当の支給している人数が今小

中学生で約 6 千名、それに高校生も加えますとおそらく 8 千名前後かと考えてでございま

すが、この数を分母とし、さらに保護者も加えまして、その数字を分母として必要なサン

プル数を決めまして、そのサンプル数を下回らない調査ということで実施してまいりたい

と考えてございます。 

調査の対面の関係でございますけれども、基本的にアンケート調査につきましては書面

での調査ということでございます。対面の調査については子どもと保護者ということでは

なく、子どもが関連する、例えば保育園や幼稚園、児童センターや養護施設、こちらの職

員の方と、本市の担当職員が直接出向いて、調査の内容について聞き取り調査を行うよう

なことにしてまいりたいと考えております。 

 

田辺副委員長 

 笠井保育担当主査。 
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笠井保育担当主査 

 実費徴収補足給付事業についてご答弁させていただきます。まずご質問にあった対象者

数についてですが、幼稚園利用の 1 号認定が 2 名、保育所利用の 2、3 号認定が 10 名の計

12 名を見込んでおります。次に実費徴収費用の補助対象となる判断基準についてですが、

事業者が教育・保育の提供のために購入した、または支払った経費に対する実費徴収費用

が対象で、具体的にはスモックやおむつ、寝具、文房具、洗濯代、共済掛金等を想定して

おります。補助金の補助率についてですが、幼稚園等の 1 号認定につきましては副食材料

費、月額 4,500 円、教材費等は月額 2,500 円をそれぞれ上限とし、合計で月額 7 千円とな

ります。保育所等の 2、3号認定につきましては、教材費等の月額 2,500円を上限に支払っ

た分を支給するものです。限度額までは 100％補助、限度額を超えた場合はその限度額まで

となります。生活保護費等支給事業で対応できないかというご質問についてですが、この

まま、今回本事業が対象としております実費徴収費用につきましては支給対象となってお

りません。以上です。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 再質問させていただきますけれども、最初のふれあい温泉事業、2つのメニューがあると。

入浴と入浴時の健康指導ということでございますが、老人クラブ等団体に対する健康指導

相談は年にどのくらい予定されているのか。かなりの団体数があると思いますけれども、

そこら辺の実施状況などもお聞きしたいと思います。 

それから福祉人材確保の対策でございますけども、大方内容については確認できました

けれども、その助成金でもってこのまちで働いていただくという状況というのが管内では

珍しいのかなと思いますけれども、ぜひ人材確保に向けてしっかりと不足分は解消できる

ようにお願いしたいと思いますけれども、135 名の不足は施設のいう数字でございまして、

実態的には施設のその辺の状況を指導、監査といいますか、それぞれやられていると思い

ますけれども、そういう中でいつぐらいまでにこれを解消できる見込みでこういったこと

を続けていくのかというその考え方がございましたら、改めてまたお聞きしたいと思いま

す。 

それからサポートファイル推進事業についてはぜひライフステージごとに 1 回 1 回最初

から説明するという、そういった状況については非常に時間的にも大変なことだと思いま

すので、そういう意味ではこのファイルを使って、状況が、読めばわかるという状況でご

ざいますので、ぜひしっかりと成果のあるような形で進めていただければと思います。 

それから病児の緊急預かり事業の関係でいいますと、24 時間の講習という部分でござい
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ますけれども、今、登録数が、受けたい方、それから面倒を見る方の数がどのぐらいで推

移しているのかについて、リスク管理の部分では保険に入ったりいろいろしているとのこ

とですが、やはり預かるときの事故というかそういったことがこの 1、2年あったのかなか

ったのかと。その対応についても再度お聞きしたいと思います。 

実費徴収補足給付事業については内容がわかりましたので、それぞれ施設に 7 千円上限

ということでわかりましたので、この部分についてはぜひ、対象少ないですけれども十分

不利益にならないような形で実施をお願いしたいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 渡邉高齢者福祉担当主査。 

 

渡邉高齢者福祉担当主査 

 小田島委員の再質問にお答えいたします。ふれあい温泉事業指導事業の関係ですが、こ

こ数年の利用状況としましては、平成 28 年 15 回、平成 27 年 20 回で開催しております。

対象となる老人クラブなどが現在 30団体ほどあるのですが、その団体にそれぞれ年 1回ず

つこういった助成事業ができるような形で予算は準備してございます。回数についてその

団体数より少ない理由につきましては、事業の効率化等々もありますので、1回の事業で 2

団体の方々の指導ということもございますので、回数については老人クラブの団体数より

も少ない結果となっています。利用されている人数につきましては、年間 350 名から 400

名程度で今のところ推移しております。なお予算の確保をということでお話をいただきま

したので、平成 30年度の予算としましては、18回の予算を確保しているところであります。

以上です。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

 

三上高齢者支援課長 

 人材確保対策事業についてですが、いつまでに解消できるかというお話でしたが、1日も

早く解消できればこんな喜ばしいことはないと考えているところであります。先ほど申し

ました 135 人という数字が最大の数値であるとは考えていないです。途中で離職してしま

う方もいらっしゃるという状況の中では、サービスが必要となる方に必要なサービスが届

くように支援をしていきたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 記内児童家庭担当主査。 
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記内児童家庭担当主査 

 病児緊急預かり事業についてお答え申し上げます。まずリスク管理という部分で、合計

24時間の講習といいますのは、国の補助要綱に示されている講習のメニューでございます。

それから会員の登録数ですが、平成 29年度、利用会員が 172名に対しまして、協力会員 47

名となっております。事故の報告につきましては、ここ数年報告はあがっていないところ

であります。以上です。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 まず予算書 112 ページから 113 ページにかけての生活保護費の生活扶助費の支給につい

てですけれども、例えば 40 歳の夫婦で 11 歳の子どものいる世帯の場合、生活保護基準額

が私の計算では月額 21万 8,360円になるのですが、収入が 21万円であれば、差額の 8,360

円が生活保護費として支給されることになると思います。これが国が言っているように 5％

下がることになりますと、この支給額が 20万 7,442円となりまして、21万円の収入があれ

ば生活保護が受けられなくなるということなのでしょうか。確認をいたします。受けられ

なくなるだけではなくて、受けられなくなった場合、国保税や医療費の負担、そして税の

滞納などがあればその支払いも生じると思いますし、さらに 5 歳児の保育料が生活保護受

給者は 0 円でしたが、それ以外の非課税世帯が新たに 3 千円というような形になるのかど

うか、お伺いします。 

それから実費徴収補足事業、109ページですけれども、私立の保育園に通う 3歳以上の子

どもについては、各保育園では主食を提供して主食費を実費徴収していると思いますけれ

ども、私立の保育園に通う子どもに対してはこれも補助対象になるのかどうか、お伺いを

いたします。それから予算書 99ページの学童クラブについてですけれども、学童クラブの

学童指導員あるいは臨時、非常勤の職員の処遇改善ですけれども、学童指導員の処遇はど

のようになるのか。それから各学童クラブに園長、主任指導員ですか、園長を配置するべ

きだと思いますけれども、その実態についてもお伺いいたします。 

 

田辺副委員長 

 新川生活保護担当主査。 

 

新川生活保護担当主査 

 板垣委員の質問にお答えいたします。先ほどのお見込みのとおり、生活保護基準が下が

った場合につきましては新しい基準で要否判定を行いますので、その基準に合致しない方
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につきましては生活保護が廃止となります。税の滞納等につきましても、生活保護に該当

しなくなった場合につきましては支払い義務が生じてまいります。その他の制度の影響に

つきましては、国からの正式な対応方針等の内容を把握しながら、なるべく市民に影響し

ないよう適切な対応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 

 高橋子育て支援室保育課長。 

 

高橋子育て支援室保育課長 

 生活保護の基準の改定によります保育料への影響の部分と実費徴収の部分、それから学

童クラブの園長、主任の部分ついて、続けてお答えさせていただきます。まず生活保護費

ですけれども、生活保護費の基準が改定された場合、保育料の基準については今まで生活

保護世帯で 0 円だった方が非課税扱いになるような基準となります。福祉課を通して聞い

ております国からの情報によりますと、今のところ保育所に入所している世帯で生活保護

が廃止になる世帯はないと考えております。正式通知がきましたら福祉課と連携し、対象

者の把握に努め、対応について検討してまいりたいと考えております。 

続きまして実費徴収補足給付事業の主食ですが、私立の認可保育所につきましては、保

護者に実費相当分を負担してもらい、主食を提供しているところでございます。主食を本

事業の対象とするかどうかにつきましては、各施設の実態や意向、他市の動向を調査し検

討してまいりたいと考えております。 

続きまして各学童クラブへ園長、主任の配置についてですが、学童クラブ指導員の配置

につきましては、これまでの国基準による指導員の配置に加えまして、平成 29年度から新

たに主任指導員を 3 名増員しまして合計 5 名の配置としまして、指導員体制の充実を図っ

ているところでございます。また子育て支援室の子育て担当参事が各学童クラブを巡回し

まして、指導員の相談対応、指導等にあたっております。また保育課の主査を含めます担

当職員 3 名が各学童クラブの指導員、それから主任指導員と綿密に連絡、連携をとってご

ざいまして、即座に現地に赴くなど、そういった対応もしておりまして、当面の間、現在

の体制を維持しながら学童クラブの運営を行うこととしているところでございます。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 臨時、非常勤職員の処遇についてお答え申し上げます。本市の臨時、非常勤職員の処遇

改善についてでございますが、賃金、報酬につきましては、毎年、全道各市の状況を調査

して総合的に判断して決定しておりますが、学童クラブの指導員の賃金、報酬につきまし
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ては平成 27 年から毎年増額改定しておりまして、平成 30 年度におきましても前年比で申

しますと、非常勤職員で 3.1％、臨時職員で 3.7％から 6.4％の増額改定を行うこととして

ございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 具体的にいくらからいくらというところまではお聞きすることはできないのですね。わ

かりました。また別途お聞きしたいと思います。 

まず生活保護費についてですけれども、本当に人数は少ないかもしれませんが、このボ

ーダーラインにいる方は、受給できた場合とできなくなった場合とでこのように非常に大

きな影響を及ぼすわけですよね。そういう大きな影響を回避するためにいろいろな、例え

ば住宅家賃等が影響する住宅家賃を支払ったとすると、1カ月の生活費が保護基準を下回っ

てしまうような人に対しては、別途補助するような制度があったかと思うのですが、同じ

ように、このように生活保護が受けられなくなることによって税金を支払う、あるいは滞

納分を支払う、あるいは保育料については対象者がいないということですが、その他の費

用負担が生じるという場合については、その回避策として何らかのことが考えられないの

かどうか、お伺いいたします。国の答弁でも生活保護費の削減が他の制度に影響しないよ

うにするようなことを言っておりますけれども、実際には最大 47の施策に影響するという

ことで、当市で言えば介護保険料、利用料の減免とか、保育料、障がい福祉サービス利用

者負担、就学援助、難病患者への医療費助成などあると思うのですが、本当にこれら施策

への影響回避対策がしっかりとられるのかどうかをお伺いいたします。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 再質問にお答えをいたします。今、板垣委員がおっしゃいましたように、やはり境界層

の方で今回の基準が下がるということで、具体的な細かいところがまだ国から示されてお

りませんが、たしかにそういった事例は稀に考えられると思います。これまで市もそうい

うような実態を把握したうえで、やはり生活保護制度というのは社会保障制度の 1 つです

から、基本的には国が責任を持ったルールのもとに設定をされるべきだと思ってございま

す。それらを把握した中で、市として独自に何ができるのかということもこれまで実施を

しておりまして、代表質問にもあったと思いますが、前回も国の対応方針を踏まえて、極

力影響がないようにというような対応をとってきたところでございます。今回につきまし
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ても、報道によりますと、対応方針については前回同様の内容で発表されるという情報も

来ておりますので、いずれにしましても、それらの内容を踏まえて、そのような状況の方

の生活実態を踏まえて、市として何ができるのか考えていきたいと考えてございます。以

上であります。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 先ほど申し上げましたように、例えば滞納していた税や、あるいは国保税を新たに払わ

なくてはいけなくなるということで、またその生活費が下がるという人に対しては、何ら

かの助成制度を考えていって然るべきではないかと思います。代表質問で触れたかと思い

ますが、現在の生活保護受給者割合、いわゆる捕捉率は 2 割程度しかないと。生活保護基

準あるいはそれ以下の収入しかない人で生活保護を受けていない人が 8 割もいるというこ

とですね。なぜこのように捕捉率が低いか。それはいろいろあると思います。生活保護は

やはり社会的な恥だから受けたくないという考え方の人もいるかもしれませんけれども、

私がその生活相談した中で強く感じたことは、非常にハードルが高いというところがあり

ます。その 1 つが、例えば級地の違いです。札幌では 1 級地 1 号ですか。北広島では 2 級

地 1 号。そのために例えば住宅扶助なんかも北広島では 3 万 9 千円くらいしか受けられな

いと。札幌では 4 万 6 千円ぐらい。あるいはそのほかの生活扶助費も非常にこの大きな違

いがあるということで、そういう問題。それからもう 1つは自家用車の所有の問題ですね。

どうしても仕事をしたいがために交通不便な地域に通うというような例、あるいは早朝夜

勤の仕事において自家用車がどうしても必要だという人に対しても自家用車があるために

生活保護が受けられないということで、自家用車を手放せという迫り方をされるわけです

けれども、それでは本当に生活ができないということで、やむなく自家用車を保有したい

ために、補助を、申請をやめるという人が非常に多いわけです。そういう点で、この生活

保護制度の見直しがぜひ必要だと思うのです。自家用車の所有を認めるように、あるいは

級地の変更を国に迫ることをぜひしていただきたいわけですけれども、これについての見

解をお伺いします。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 ご質問にお答えいたします。何点かご質問があったかと思いますが、まず申請の実態で

ございますけれども、本市の状況といたしましては、担当課としてですけれども、生活困
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窮者の自立支援における相談ですとか、他の相談支援機能の充実から繋がられるケース、

あるいは生活保護制度自体の社会全体における報道等もございまして、少しずつではあり

ますけれども以前よりは、先ほど板垣委員はハードルが高いとおっしゃっていましたが、

少しずつは改善されているようには担当課としては感じているところでありますが、板垣

委員のおっしゃるような方もいらっしゃるのではないかと推測はしているところでありま

す。また繰り返しになりますけれども、社会保障制度ということで、先ほども答弁申し上

げましたけれども、基本的には原則、国が総合的にいろいろな検討を加えた判断をして、

さまざまな基準を設定することになっております。ただ、国では今その見直しの仕方につ

いては、生活保護の基準部会というところがございますけれども、今の検証手法が正しい

かどうか、必ず正確なものが把握できるかというところは、まだまだ課題があるというこ

とも議論されている状況でございます。例えば、単身世帯の全国消費実態生活調査のサン

プル数の確保が難しいですとか、家計簿調査が 2 ヶ月、3 ヶ月の段階で検証しているとか、

課題は指摘されているところでございます。また、われわれ自治体も 5年に 1回の見直し、

あるいは級地の見直しのときには、要望といたしまして、見直しにあたっては地方自治体

等の意見を聞くような機会も設置してほしいということは言ってございますので、今後も

そのような声をあげるとともに、やはり国の責任において総合的に決定をしてもらいたい

というように考えております。それに付随する独自の取り組みについては、今後も検討し

てまいりたいと考えてございます。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 お聞きいたします。予算書 105 ページの東部学童クラブ整備事業ですけれども、これは

今の天使幼稚園から東部小学校のグラウンドに移りますけれども、図面ができているのか。

またできていなければ、いつまでにできて、着工はいつなのかをお聞きいたします。 

 

田辺副委員長 

 加藤学童担当主査。 

 

加藤学童担当主査 

 ご質問にお答えいたします。新しい東部学童クラブの図面につきましては、現在実施設

計を行っているところでありまして、本年度末の完成を予定しております。現在の予定と

いたしまして、80 平方メートル程度の生活室が 2 つ、その半分くらいの大きさの 3 つ目の

生活室が 1 つ、休養室兼更衣室が 1 つ、それからトイレが男女別と多目的トイレ各 1 つ、

それから水飲み場、物品庫、玄関等を備える予定でありまして、全体の面積は 330 平方メ
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ートル程度と予定しております。工事の着工につきましては平成 30 年の夏休みに入った 7

月ごろから予定しているところでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 東部学童クラブは人数も結構いるところですので、国では大体 40人前後で 1クラスと言

われていますけれども、これは何人ずつに分けて、子どもたちを入れるのか。また指導員

の意見は聞いたのか。われわれも公明党として毎年、学童クラブの指導員と懇談会やる際

にやはりそういう意見を聞いてほしいとか、そういうお話もありますので、状況はどうだ

ったのか教えてください。 

 

田辺副委員長 

 高橋子育て支援室保育課長。 

 

高橋子育て支援室保育課長 

 大迫委員のご質問にお答え申し上げます。東部学童クラブでの受け入れ人数ですけれど

も、定員は 110 名を予定しておりまして、Ａクラス、Ｂクラスのクラス分けを行う予定と

しておりまして、大体 1クラスあたり国が基準としておりますおおむね 40名程度と考えて

おります。年によって受け入れ数が多い場合につきましては、半分くらいの大きさの 3 つ

目の部屋も用意してございますので、そちらも活用しながら受けいれていくことになるか

と考えております。子どもや現場の指導員の声につきましては、子どもを見守る場合の指

導員の位置ですとか、それからの指導員の動線の部分ですとか、やはり現場の実情に応じ

た整備が必要だと考えておりまして、これまでも実施設計の内容について現場の指導員と

の打ち合わせをしております。今後につきましても備品の設置位置等も含めまして、指導

員とよく協議を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 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 われわれ、指導員の方とお話をすると、大曲東のように玄関も棟も別であればいいです

けれども、玄関が 1 つで中が 2 つとなると、友達が隣の部屋にいると必ず行ったり来たり

することになるんですよね。そこで怪我とか指導員の目が届かない、誰がどのクラスなの

かわからなくなるとのことでしたので、対応を今後考えていただきたいなと。これは答弁
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いらないですけれども。あと保護者への説明はいつぐらいから行うのか。お聞きいたしま

す。 

 

田辺副委員長 

 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。学童クラブに入所しております保護者への説明につきましては、

本年 1月 18日に実施いたしました。またこの説明会に先立ちまして、1月 12日に現在東部

学童クラブに入所している子どもたちにもご協力いただきまして、アンケート調査を実施

しております。このあとですが、実施設計が終了した段階で、年度が明けてからになりま

すけれども、今度は学校の敷地内に建てることになりますので、学童クラブの保護者の方

を含めました東部小学校の保護者の方を全員対象にしまして、再度説明会を実施してまい

りたいと考えております。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私から通告していますうち、生活困窮者の自立支援事業については何人かの委員の方が

されたので割愛させていただきたいと思います。 

1つ目は予算書 103ページ、病児の緊急預かり事業なのですが、先ほど小田島委員からも

質問されましたけれども、まず病児預かりの利用状況及びひとり親の利用状況について、

どういう状況なのかをお聞きしたいと思います。それから先ほど回答の中で、利用会員が

172 名で、協力会員が 47 名ということでしたが、協力会員が非常に少ない状況の中で、こ

のマッチングの状況というのがどうなっているのでしょうか。具体的にその協力会員がな

かなか見つからないということで、病児預かりができなかったという事例があったのでし

ょうか。そこら辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

それと 2 つ目は子どもの権利擁護事業。これも先ほど何人かの委員から質問されており

ますけれども、少し違った観点から質問したいと思いますけれども、子どもの権利条例の

推進計画を見ますと、先ほどもお答えがあったように、認知度 31％ということですけれど

も、どこからかというところで 1 番多いのは学校の授業と相談カードによってということ

ですけれども、まずその学校での普及の取り組みは具体的にどのような取り組みがされて

いるのかということで、先ほど田辺委員の質問にあったようなのですが、ちょっとなかっ

たようなので、再度お伺いしたいと思います。それから推進計画のアンケート結果を見て

みますと、認知度ということで、権利条約のことについて聞いたことがあるのかないのか
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という質問と、どこからかという質問項目になっているのですが、大事なのはやはり子ど

もが自分たちがきちんと権利の主体者であることが理解されているかどうかというのが 1

番大事だと思うのですが、その権利内容についての理解度というものについての普及とい

いますか、そういうことがされているのかどうかについてお聞きしたいと思います。 

それから予算書 105 ページ、子どもの貧困対策検討事業ですけれども、これについても

先ほど何人かご質問されたので、違った観点からは質問したいと思いますけれども、先ほ

どからの回答ですと、アンケート調査を行いますと、まず実際には貧困世帯も含めた全世

帯の中から抽出してやるということですけれども、この方法については道が実施した調査

結果と同様なのですが、この道の調査結果を踏まえて、今回市が調査するわけで、ここら

辺の道の調査結果を踏まえて、市としてどういう観点から貧困対策の検討を行うための調

査を行うのか。具体的に同じような調査をもう 1 度行うのか。それとも道の調査を踏まえ

て違う観点から調査を行うのかどうかについてお聞きしたいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 山本委員のご質問にお答え申し上げます。まず病児緊急預かり事業でございますが、利

用実態につきましては、平成 27 年度が 53 件、28 年度が 27 件、29 年度は 2 月末現在で 25

件となってございます。利用会員のうち、ひとり親にかかる助成登録をしている会員につ

きましては 10名おりまして、利用実績は 27年度が 8件、28年度が 5件、29年度は 2月末

で 5件となってございます。 

続きまして子どもの権利擁護事業の啓発についてでございますが、学校でどのような普

及をされているのかということでございますが、先ほどの答弁にあったとおり、学校に対

しまして全生徒分の啓発パンフレットと相談カード、権利条約、権利条例の内容を学年別、

低学年と高学年別にわかりやすく作っておりますが、こちらを学年別に配布し、学校を通

して児童、生徒に配布してもらっているところでございます。そのほか副読本において学

習する機会を設けているところでございますが、学校によりまして、なかなか授業のカリ

キュラムがぎちぎちで中にまで、カリキュラムになかなか入れることができない状況もご

ざいまして、学校や先生によりましては例えば休み時間とか朝礼の時間とかホームルーム

とかそういう時間を使っていただきまして、普及啓発をいただいているところでございま

す。なお権利条例につきましては、管内においては札幌市を除いて北広島市にしかまだ条

例が設置されていないことから、学校の教員におきましてもまだ権利条例に対する認知度

は、転勤してきた教員の方につきましては初めて触れる条例でございますので、そういう

こともありまして、今年度につきましてはこの 11月の普及月間において、今まではただパ

ンフレットを配布してお願いしますという形だったのですが、直接職員と相談員が学校に
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出向きまして、教頭先生に直接条例の概要と普及についてのお願い、説明をしたところで

ございます。それと認知度と理解度の点でございますが、先ほど山本委員が言われたとお

り、アンケートにおきましては認知度しか調査してございませんので、本当にどこまで認

知しているかということについては、個別に聞き取りなどをしないとなかなかわからない

ところなのですが、まずは知っていただくことを第 1 に考えておりますことから、普及啓

発を今後も続けていきたいと考えております。 

それと子どもの貧困対策の実態調査でございますが、これも先ほど山本委員が言われた

とおり道が既に実施しております。全道の各振興局において抽出して行ったところでござ

いますが、これに続きまして札幌市においても貧困対策の調査を実施したところでござい

ます。中身を見ますと、若干、基本的な部分は同じというか似ているのですが、北海道が

行った調査よりも札幌市が行った調査の方がよりきめ細やかな調査であったと認識してお

りますので、道もそうですけれども、北海道でいうとまだ、自治体では札幌市がアンケー

ト調査、石狩市もやっていると思うのですが、内容につきましては、この条例を第 1 号で

作った川崎市あたりが先行していろいろな事業に取り組んでおりますので、そういったと

ころの取り組みも見ながらやっていきたいと思います。昨年実施した東京の大田区では調

査項目があまりにも多くて、実態調査の調査結果が 200 ページとか 250 ページとかになっ

ておりますことから、そこまでやると逆に答えづらいかなということもございますので、

なるべく子どもや保護者が答えやすくて回収率も上がりやすいような内容にしていきたい

と考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 記内児童家庭担当主査。 

 

 

記内児童家庭担当主査 

 病児緊急預かりのマッチングの関係でお答え申し上げます。病児緊急預かりの協力会員

につきましては 47名、利用会員については 172名ということで、利用会員がはるかに多い

状況にはございますが、事業の特性上、病児、病後児の預かり、それから緊急の預かりと

いうことでございまして、登録から即利用とは至らないものではございます。ただ病児、

病後児の預かりということで、今年もインフルエンザがかなり流行しておりますが、季節

的に利用が集中することもございますので、今後とも市内に限らず協力会員の増加に向け

て広報を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 
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山本委員 

 まず病児預かりですけれども、利用会員と協力会員の間のアンバランスについてはある

けれども、マッチングについては特にそういうできなかったことはないというご回答です

けど、いずれにしても利用会員と協力会員ですけれども、市内全体のお子さんを持ってい

る方の状況を見ると会員の登録についてはまだまだ少ないのかなと思っていますので、子

育て支援センターですとかいろいろそういうところで、一般的な広報だけではなかなか普

及しないのではないかと思います。ですからお子さんが集まるようなところを中心に利用

会員とか協力会員の拡大を進めていただきたいなということです。これは意見だけです。 

それから子どもの権利擁護事業ですけれども、職員に対する普及もそうですけれども、

やはり教育委員会の方にもきちんと申し入れてやっていただきたいと思うのです。今いじ

め対策の条例などを作っていじめ対策を行っていますけども、根本的なところは共通して、

やはり権利意識というもの、子どもの権利をきちんと守っていくところの意識がやはり少

ないというところも、やはりいじめにも関係していると思います。そういう意味で、ぜひ

教育委員会に強力に申し入れていただきたいということで、その取り組みについてお聞き

したいと思います。 

次に子供の貧困対策の検討ですけれども、以前、1年前でしたか、私どもが貧困対策の問

題を議会で取り上げたときに、道の実態調査を見ながら次に市の検討をしていくというこ

とで、ようやく今回調査を行うことになったわけですけれども、ぜひ、調査をした後、や

はり傾向が同じだったなというだけではですね、きちんとお金を使って労力も使ったとい

うことにならないと思いますので、ぜひ、調査の内容の検討については府県の中身を見て

いらっしゃると思いますけれども、有識者の人の意見も聞きながらきちんとした、数だけ

ではなくて中身についても、北広島の子どもの実態をきちんと把握できるような、そうい

う内容に検討していただきたいと思いますけれども、その点の検討内容についてお聞かせ

願いたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 まず子どもの権利の普及の関係でございますが、教育委員会にも協力要請等をした方が

ということでございます。先ほどご答弁した中で、学校担当職員と相談員が回ったという

こともございましたけれども、その前段で、実は私、市内の校長会の会合に出向きまして、

この権利の関係の概要を説明させていただきまして、普及啓発にご協力をお願いしますと

いうことで、校長会には既にご依頼申し上げているところでございます。しかしながら、

昨年 11 月、12 月に実施しましたアンケート調査におきましては、前回の認知度 20％から

今回 31％ということで、10％ぐらいは上がってございますけれども、まだまだ道半ばとい
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うところでございますので、この辺につきましては教育委員会も含めた中で再度協力を求

めながら実施していきたいと思います。 

それと子ども貧困対策検討事業でございますが、山本委員が言われたとおり調査をして、

その結果だけで満足せず、その結果に基づいた北広島ならではの地域性とか特性とかが出

るかもしれません。これに基づきまして、貧困に対する対策等の実施をすることはもちろ

んでございますが、これもやはり貧困にならないためとか連鎖しないためということが 1

番大事なことだと思いますので、経済的な支援に限らずさまざまな観点から取り組みを検

討していきたいと考えております。 

 

田辺副委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員  

 予算書 105 ページ、附属資料の 5 ページ、先ほどから質問されておりますけれども、子

どもの権利擁護事業ですけれども、この前文を読みまして私はとても感動したのですが、

全ての子どもは生まれたときから尊ばれ、世界でただ 1 人のかけがえのない存在として幸

せに生きる権利を持っています。この権利は人間が長い歴史の中で大変な努力をして手に

してきたものですということで、この前文を理解したなら、先ほど山本委員もおっしゃい

ましたけれども、いじめの根絶にはいきませんけれども、心の中からこういうことを理解

し成長したならば素晴らしい大人になれるのではないかと思います。それで私は子どもた

ちに知ってもらうのはもちろんですけれども、われわれ市民がこの子ども権利条例を手に

するにはどうしたらいいか。例えば住民センターとか、ぱっと手に取りやすい所は、それ

からエルフィンパークだとか、「いこ～よ」だとか、公共施設がありますけれども、この間、

低学年向けと高学年向けのカラフルな綺麗な本を見せていただいたのですが、私たち市民

が手にするにはどうしたらいいか、その辺をお聞きいたします。 

2番目ですけれども、地域子育て支援センター運営事業、予算書 107ページ、附属資料 6

ページ。子育て支援センター「あいあい」ができまして間もなく 1 年になるかと思います

けれども、「あいあい」にいらっしゃる方たちの交通手段と地域について、例えば乗用車で

いらっしゃるとか公共の乗り物、あるいは徒歩とか、それから地区の分析をお聞きしたい

と思います。 

次は予算書 91 ページ、附属資料 10 ページです。老人クラブ連合会の事業費及び単位老

人クラブの活動費を補助するとありますが、老人クラブの活動を推進するために内容が適

切かどうかとありますが、市内の老人クラブ連合会の会員数、そして単位老人クラブの数、

それからここ数年の会員数の動向をお尋ねします。 

 

田辺副委員長 
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 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 稲田委員のご質問にお答え申し上げます。子どもの権利擁護事業の関係でございますけ

れども、学校保護者への啓発でございますけれども、子どもの権利条例の周知につきまし

ては先ほども答弁しましたけれども、11 月に設定しております子どもの権利月間、ここで

小中高生に相談窓口を紹介するカード、パンフレットを配布しています。また児童センタ

ーなどで毎月、巡回子どもの権利相談を行っておりますが、その中で児童センター等に来

られているお子さんたちにその場に集まっていただきまして、相談員が紙芝居をやったり

とか、いろいろなグッズを使って、子どもの権利の初歩的なところから、いきなり権利と

いう言葉は使いませんけれども、そういったところから少しずつ馴染んでもらうために、

センターに来ていただいているお子さんには啓発を行っております。またこのパンフレッ

ト等につきましては、市役所各出張所、出先機関等の窓口でも配布してございますので、

そちらでご覧になることもできますし、またホームページでも同じものを掲載していると

ころでございますので、そちらを確認していただければと思います。また広報でも毎年 11

月にこの内容を掲載しているところでございます。 

 

田辺副委員長 

 織田子育て支援室子育て担当参事。 

 

織田子育て支援室子育て担当参事 

 地域子育て支援センター「あいあい」の来所状況についてお答えいたします。「あいあい」

は昨年 6月に移転いたしまして、自由に遊びに来れるみんなの広場の利用につきましては、

2 月末現在、28 年度を既に大きく上回り、延べ 1 万 6,903 名となっております。地域ごと

につきましては、東部が 36％、団地が 18％、西の里が 6％、大曲が 15％、西部が 5％、市

外が 20％の利用割合となっております。交通手段につきましては集計しているわけではご

ざいませんが、多くは徒歩や自家用車となっております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 渡邉高齢者福祉担当主査。 

 

渡邉高齢者福祉担当主査 

 老人クラブ活動支援事業についてお答えいたします。まず老人クラブ活動支援事業の事

業内容としましては、先ほど稲田委員からご指摘いただいたとおり、老人クラブ連合会の

事業費ですとか、単位老人クラブの活動費を補助するのと合わせてもう 1 つ、新しく単位

老人クラブができた場合に備品の貸与をする事業がございます。団体数と会員数について
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ですが、老人クラブは 27 年度が 29 団体、会員数が 1,075 人ということで報告を受けてい

ます。28年度につきましては 30団体となり、1,114人ということで聞いております。29年

度、現段階で報告を受けている中では、団体数は 30団体で、会員数については 1,063人と

いうことで報告を受けております。現状としましては、団体数はあまり変わらない数字で

移行しておりまして、会員数は少しずつ減少していると報告を受けています。なお平成 30

年度、新たに単位老人クラブを 1 つ作るということで報告を受けていますので、そちらも

ご報告させていただきます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 子どもの権利擁護事業は認知していただくには時間がかかると思いますけれども、例え

ば子どもの権利月間とありまして、その時に冊子だとか相談コーナーという答弁いただき

ましたけれども、受動的ではなくて子どもの方から発信していくような、例えばこの素晴

らしい前文の朗読大会をやるとか、もう少しアクション起こしていただけないかなと思う

のですがどうでしょうか。 

次は子育て支援センターですね。今分析していただきましたけれども、やはり東部とい

うことで、この近いところと、それから団地、大曲、その辺は大体同じような数字であり

ましたけれども、徒歩と乗用車ということで、細かく分析はされてないとのご答弁でした

けれども、例えば私は山手町に住んでいますけれども、山手町からきましたら、往復バス

に乗ってきましたら 420 円ですか。子育て世代にすればとても家計を負担する金額ではな

いか、素晴らしい「あいあい」に来たいけれどやっぱりやめようかなという方もいらっし

ゃるので、将来的に公共料金の補助は考えていないのかということ。 

それから老人クラブですけれども、団体数や人数はそんなに増減がないということでし

たけれども、これもやはり地区によっては非常に差があると思いまして、私は第 4 住区で

すけれども、昔は 100 人ぐらいいました。今は 25、6 人なんです。本当に困っているので

す。その地区地区によって増減は差があるかもしれないけれども、高齢者が沢山増えてい

るのに入ってくれないんだということで、1 月 17 日でしたか、イギリスでも孤独のお年寄

りということで、メイ首相がわが国の社会、そしてわれわれ全員が抱える孤独という問題

に向き合い、高齢者、介護者、愛する人々を失った人々、話をする相手や、自分の思いや

体験を分かち合う相手がいない人々が、直面している孤独に対して行動を起こしていきた

いということで、この老人会に集ってお話をしたりカラオケなどいろいろと楽しむことは

非常に大事だと思っているのですが、その現場の声を聞きましたら、減っている原因とい

うのを 2、3挙げられました。かつては旅行がとても楽しみだったということです。温泉旅

行とか 1 泊旅行が楽しみであったけれども、かつては景気が悪く、ホテルとか温泉が無料
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送迎バスを出してくれて経済的負担が少なかった。でも今は福祉バスもありますけれども、

やはり経済的負担が大きいとか、あとメニューですね、カラオケとかパークゴルフ、あと

麻雀ですか、そういうものに対してもマンネリ化して魅力がなくなってきたのではないか。

何か市のお知恵をお借りしたいと、アドバイスいただきたいという声が届いておりました

けれども、そういうことに関してはいかがでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 子どもの権利の関係でございますが、今、稲田委員が言われたとおり、子どもが理解し

てそれを例えば発表し合うような場面があれば、それは理想的だと思いますが、今回、第 2

次子どもの権利に関する推進計画が、4月からスタートする予定でございますが、この中の

課題におきましても、まだまだ認知度が低いこともございまして、子ども、大人も含めて、

さらに広報啓発活動を推進し、そういった形になれば理想的だと考えております。 

 

田辺副委員長 

 織田子育て支援室子育て担当参事。 

 

織田子育て支援室子育て担当参事 

 再質問にお答えいたします。地域子育て支援センターは大曲地区や西の里地区にもござ

いますので、バスの補助などにつきましては今のところ考えてはいないのですが、どのよ

うにできるか研究してまいりたいと思っております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 老人クラブの件についてお答えいたします。今 65歳を越えても元気な方がどんどん増え

ている状況の中で、自分自身が高齢者とか老人だという自覚がない方が増えてきていると

報道等で聞いているところでございまして、老人クラブという組織は自分が対象ではない

という認識の方が増えているということもあったり、それから年をとって、その組織や行

事に束縛されることを毛嫌いする方も、個人志向の上昇の中では増えてきていると聞いて

いるところであります。老人クラブの活性化は 1 つの課題であると考えているところであ

りますが、類似する事業といたしましてはミニデイサービス事業なども助成して推進して

いるところでありますので、そういった事業の活用なども含めて検討していきたいと考え
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ています。以上です。 

 

田辺副委員長 

 暫時休憩します。 

 

休 憩  午後 2時 53分 

再 開  午後 3時 05分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開します。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私からいくつか、少し多いのですが質問いたします。よろしくお願いします。児童扶養

手当支給事業、予算書 101 から 102 ページ、附属資料 4 ページです。今年度の中間報告資

料では受給者数として 516 人と記載がありました。近年の受給者数の推移について伺いま

す。そして新年度の受給者数の見込みを伺います。 

次に病児緊急預かり事業について伺います。予算書 103ページ、附属資料 4ページです。

協力会員の増員確保についてはこれまでも代表質問や委員の方から質問がありましたので

取り下げます。病児預かり時の利用料の精算について、どのような手続きで進めることを

考えているのか伺います。 

ファミリーサポートセンター事業、予算書 103 ページ、附属資料 5 ページです。ひとり

親家庭等の利用料精算について伺います。 

すこやか子育て支援事業、予算書 105ページ、附属資料 46ページです。ファミリーサポ

ートセンターの無料券の今年度の配布状況について伺います。中間報告資料では配布 50人、

利用 8人の見込みとありました。今年度直近時点の実績について伺います。 

子どもの権利擁護事業については、これまでも委員の皆さんから質問ありましたが、私

からは新たな取り組みとして子ども会議が行われるということですが、これの開催時期や

テーマなど、現時点で考えている概要を伺います。 

次は子どもの貧困対策検討事業についてです。調査内容項目について、これまでも委員

の方へのお答えでいろいろ伺いましたが、貧困というと経済的に困っているイメージを持

つことが多いかと思うのですが、経済的に困っていない場合でも子どもにとって心の貧困

という視点もあると私は考えています。孤食というのですか、1人で食べる食事、あと夜の

子どもだけの留守番、食費としてお金を貰って子どもがコンビニなどで買って食べる中食

というのですか、子どもが食べるものを選んでいるそのような生活実態なども把握する必

要があると考えますが、調査内容はそのような視点も考えているのか伺います。 
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次に保育園一時預かり事業について伺います。予算書 107 ページ、附属資料 6 ページで

す。休日預かりの利用状況について伺います。これはたしか 7年目になるかと思いますが、

現在の状況を教えてください。 

子ども・子育て支援プラン推進事業について伺います。予算書 109 ページ、附属資料 6

ページです。こちらは先に委員の方から質問がありましたので、実効性に繋がるプラン作

りに向けて有効な回答を得るというところですね、おっしゃっていたとおり進めていただ

きたいと思います。ここは質問はありません。 

最後に福祉人材確保対策事業です。予算書 93 ページ、附属資料 10 ページです。商業労

働課で担当されている働きたい女性のための再就職支援事業が昨年度と今年度行われてい

ますが、私 2 回ともこちらに伺って様子を拝見したのですが、今年度、昨年 11 月の開催、

合同企業説明会に様子を見に行った際に、製造業の女性の担当の方がたまたま知人で驚か

れていたことがありました。やはり自分たちは働く女性やお母さんたちに出会えると思っ

て参加したけれども、保育士さんが足りない状況が北広島に本当に実態としてあるんだと

いうことに驚かれていて、保育園の方も説明会に、法人さんが参加されていることにすご

く驚かれていました。新年度、福祉人材確保対策事業の高齢者支援事業の法人さんもです

し、保育士さんが働かれている保育園事業をされている法人さんもあるので、事業の実施

時期など、商業労働課の事業の企画と連携することはどのように考えているのかを伺いま

す。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。まず児童扶養手当事業でございますけれども、

近年の受給者数の推移でございますが、平成 27 年 3 月末の受給者は 515 名、平成 28 年 3

月末が 514名、29年 3月末で 501名、30年 3月末で 497名となっており、若干ですけれど

も減少傾向にあるところでございます。30年度におきましても、29年度末の数字とほぼ同

様の数字ととらえてございます。 

続きまして病児緊急時預かりとファミサポの利用料金の精算等についてでございますけ

れども、料金の精算につきましては、子どもの預かりを行う協力会員に手続きをしていた

だく形を想定しているところでございますけれども、できる限り協力会員と利用会員、双

方が負担にならないような形を考えております。また、ひとり親家庭の利用助成につきま

しては、毎月助成対象者の利用がないかどうか確認して、申請の案内を行いまして、郵送

による受付を行うこともしているところでございます。 

続きまして子どもの権利の推進計画の中の子ども会議についてでありますが、子ども会

議につきましては、子ども自身の希望で参加して意見をいうことができるようなものに、
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また内容も募集の方法もそのような形で検討してまいりたいと考えております。開催時期

につきましては今のところ未定でございますけれども、子どもが参加しやすいような時期

ですね、学校行事とかそういうものとなるなるべくぶつからないような時期を考慮して検

討してまいりたいと考えております。 

子どもの貧困対策につきましては、経済的な側面のみでなく、さまざまな観点から実態

の捕捉が必要であると考えております。調査結果を受けた対策の検討にあたりましては、

庁内各部局内だけでなく、地域にあります資源の活用なども合わせて検討したいと考えて

おります。以上です。 

 

田辺副委員長 

 織田子育て支援室子育て担当参事。 

 

織田子育て支援室子育て担当参事 

 ファミサポ利用無料券のご質問にお答えいたします。移転してからは、市役所の手続き

の際に、赤ちゃんが生まれたときのチェックシートをご覧になりながら申請に来られる方

が多くなりました。ファミサポ利用無料券の交付は 2 月末現在 134 名でして、そのうち利

用家庭数は 21 件、利用回数は 42 件となっております。利用者の声といたしましては、生

後 2 カ月の双子のお子さんを見てほしい、また初めての子育てで家事ができないのでその

間見てほしい、乳児健診のときに兄弟を見てほしいなど、さまざまな利用内容となってお

ります。利用された方々からは大変助かったとの声をいただいております。またファミリ

ー・サポート・センターの 2 月末までの会員数は、利用会員は 714 名、協力会員は 83 名、

両方会員は 27名となっております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 笠井保育担当主査。 

 

笠井保育担当主査 

 保育園一時預かり事業について答弁させていただきます。休日預かりの利用状況につい

てですが、平成 29 年 4 月から 1 月までの平均で 1 日あたり 4.18 人となっております。平

成 28年の平均は 2.06人でしたので、約 2倍に伸びている状況です。以上です。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 鶴谷委員の質問にお答えいたします。まず保健福祉部として合同企業説明会を今 6 月に
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開催する予定で準備を開始したところでございまして、経済部に聞いたところ、まだ決定

はしてないということですが、秋頃になるのではないかと聞いております。そういったこ

とで保健福祉部が先行して開催する形になりますので、後で開催される経済部のイベント

についてポスターやチラシなどで日時等を告知するとか、例えば私どもの合同企業説明会

にいらっしゃった方に、秋にも経済部で開催を予定しているようなことを個別に通知する

ことができるとか、そういった意味で連携をしていきたいと考えています。製造業の方が

驚かれていたというお話についてでございますが、さまざまな現場で人が足りない状況の

中で、働く女性が増えるということは保育園等のニーズが増えることにもなりますので、

安心して働いていただくために、こちらも十分な環境を整えていかなければならないと考

えています。以上です。 

 

田辺副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 再質問いたします。児童扶養手当の支給の受給者数の推移はわかりました。手当を受給

するにはひとり親となる条件成立がもちろん必須だと理解しているのですが、ひとり親に

なるときはパートナーが亡くなるとか、あとは残念ながら離婚に至るケースだと思うので

すが、やはり離婚される場合は届け出を出して条件が成立するまでの間に、いろいろと困

難な時期を抱えられると思うのです。その間、経済的なことの相談などが寄せられている

実態がどうなのかをお伺いします。 

病児緊急預かり事業の精算は双方負担がないようにということで、これは利用会員の保

護者の方が実負担だけで精算ができるという理解でいいのかどうかというのと、できれば

そのように精算ができるように進めていただきたいという希望があります。ひとり親家庭

の方への利用精算は月ごとの利用実態を確認して通知を送るというお答えでしたが、やは

り緊急預かりの場合ですと 1時間 900円で、大体病気で、フルで働いている方だとすると、

1 日 10 時間程度預けられる方もいるんですよね。そういう方にとっては 1 万円近い負担、

交通費の実費もありますので、やはりそこで利用がちゅうちょされないような精算の仕方

を今後検討を進めていただきたいと思いますが、これについての見解を伺います。 

子どもの権利擁護事業の子ども会議の取り組みについて、子どもたちが参加しやすいよ

うにということでお答えいただきました。小中学校でいいますと児童会、生徒会など積極

的に参加されている子どもたちもいますが、そういうくくりを問わず、いろいろな子ども

たちが関心を持って楽しみに参加できるテーマをぜひ掲げていただいて、その中には北広

島のこれからのまちづくりに関わることも含めるなど、楽しみを持って参加できる内容を

進めていただきたいと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。伺います。 

保育園一時預かり事業について、利用を始めた当初に比べると 2 倍近い利用になってい
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る実態があるとのことでした。ここで事務事業評価を拝見しますと、休日保育の利用条件

拡大について記載があり、条件を拡大することで利用者が増加する見込みはあると、必要

性を検証するというところがありました。子育てと介護もそうですけれども、年中無休と

いうところでは就労に限らず、保護者の病気のとき、特に難病を抱えられている保護者の

方や、産後ケアとして上の子の預かりにも拡大することを検討を進めることについての見

解はどのようにお持ちでしょうか、伺います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 再質問にお答え申し上げます。児童扶養手当の条件成立前の関係でございますけれども、

条件成立前の経済的な相談への対応につきましては、離婚調停中など、離婚が成立する前

の相談などが想定されますけれども、社会福祉協議会の生活資金貸し付けや婚姻中に支払

われるべき婚姻費用請求調停に関する助言など、相談者の状況に応じてさまざまな対応を

しております。 

続きまして病児緊急預かり事業の利用者の負担の関係でございますけれども、今のとこ

ろ利用者の負担につきましては上限額までの負担ということで、今回の拡大部分を適用し、

利用する方からは上限額までいただいて、オーバーする分は直接いただかないことを想定

しております。また、ひとり親家庭の利用料の助成 2分の 1、月額 1万円の助成の方法でご

ざいますけども、こちらにつきましては若干時間をいただきまして検討してまいりたいと

考えております。 

子どもの権利の関係でございますけれども、子ども会議の部分で児童会、生徒会の、例

えば会長とか副会長とか書記という児童会、生徒会に入っている児童、生徒だけでなく、

幅広く児童、生徒の中から本人が希望する方を募って開催したいと思います。内容につき

ましては、始めからあまりかしこまった内容で行いますと児童、生徒もなかなか集まりづ

らいという現状ももしかしたらあるかもしれませんので、この内容につきましてはできる

だけ、例えばワークショップ形式ですとか、子どもたちが自由に発言し合えるような内容

として、その後代表者が発表するとかそういう形で導入していきたいと考えております。

以上です。 

 

田辺副委員長 

 高橋子育て支援室保育課長。 

 

高橋子育て支援室保育課長 

 休日預かりの対象についてお答え申し上げます。鶴谷委員のご指摘のとおり、保護者の
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方が病気の場合ですとか、産後のときの上の子の預かりなどにつきましては、必要性が高

いことを重々認識しているところですけれども、一方で現在、各保育所におきましては、

保育士の確保に大変苦慮しているような状況がございますため、現状の中で休日預かりの

対象を拡大するのは難しいと考えております。 

 

田辺副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 ひとり親家庭の利用料精算については今後検討して進めていただけるということでお伺

いしました。本市の親御さんではないのですが、私の知人でお子さん 3 人をひとり親で育

てている方がこの病児緊急預かり事業の制度を知らず頑張って子育てされたのですが、や

はり年の離れた保育園に行っているお子さんが病気のときに、上の中学生のお子さんの学

校を休ませて、自分はどうしても仕事が休めなかったので、そうやって乗り切ってきたと

いう、当のご本人はあっけらかんとおっしゃっていましたが、今のご時世でそういう実態

は聞く機会がないと私たちも知り得ないことですので、制度の周知を含めてこれからも広

報などお願いしたいと思います。これは要望です。以上です。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 簡潔に 2 点ほどお聞きします。重複しているところは飛ばします。まず生活困窮者自立

支援事業、89ページ。これはチャレンジ学習塾、中学生の塾のことに絞ってお聞きします。

29 年度、この 3 月で中学 3 年生が何人卒業し、新年度の受け入れはどのぐらいの人数にな

るのか、まずお聞きします。 

それから 2点目が児童母子福祉費、学童クラブ運営費、予算書 89ページ。先ほど大迫委

員から東部学童クラブの質問がありましたが、私は大曲学童クラブの質問をいたします。

まず 30年度の登録者数、それから学童クラブの中でも登録の人数が多い、大人数による児

童の安全対策、これに関して 30年度どう取り組むのか、まず基本的な見解をお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 藤田委員のご質問にお答えをいたします。学習支援の今年度の中学 3 年生の卒業は 7 名
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でございます。新年度の受け入れ可能人数ですけれども、募集自体はこれから行う状況で

ございまして、受託法人との協議では今年度の実績 45名ほどおりますが、それはもちろん

のこと、それ以上増えても可能な限り希望者が学べるような体制整備や実施方法の工夫に

努めるということで、今協議を行っている最中でございます。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 高橋子育て支援室保育課長。 

 

高橋子育て支援室保育課長 

 大曲学童クラブの関係についてお答え申し上げます。大曲学童クラブの平成 30年度の登

録者数ですけれども、3 月 5 日時点で 118 名となっております。平成 29 年 4 月の登録者数

が 138名でしたので、現段階では 20名減ということになります。それから安全対策ですけ

れども、大曲学童クラブの平日の出席率は大体 70％前後となっております。29年度の 1番

多い月で 72.3％という状況です。出席率を踏まえますと、1 番出席率の高い月を想定して

も大体 86人くらいと考えておりまして、大曲はＡ、Ｂとクラス分けを行っておりますので、

1クラスあたり 43人くらい、国が適正としておりますおおむね 40人に近い形になると考え

ております。とは言いましても、これはあくまで平均の出席率ということになりますので、

日によっては平均より多い出席人数のときもございます。ですから 30 年度についても 29

年度と同様に、100％の出席率でも受け入れ可能な指導員数を配置しまして、118 人を受け

入れすることにしております。なおＡ、Ｂのクラス分けをすることで指導員の目が行き届

きやすいように、1 単位の集団の規模を小さくしておりますほか、施設につきましてもＡ、

Ｂの各クラスの専用の部屋のほか、もう 1 つ生活室がございます。また大曲小学校のプレ

イルームも時間借りしておりますので、動的遊びですとか静かな遊びですとか、遊びの内

容で部屋を分けるなどして、安全確保に努めて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 

 再質問いたします。チャレンジ学習塾に関しては 45名まで受け入れ可能ということです

が、まず今のスタッフの体制含めて、また中学生がさらに応募してくる可能性もあると思

うので、現状からいくと最大限何名まで受け入れが可能と見ているのか。それともう 1点、

今、福祉センターで授業をやっていると思いますが、ご存じのとおり福祉センターに入っ

ています施設が駅前に近々移転するだろうと思うのですが、移転した場合、この学習塾は

どこで行うと予定されているのか。そこの考え方をお聞きします。 

それから学童クラブですね。今、課長から説明がありましたとおり、保護者等々から 1
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番やはり心配されているのは、東部と大曲で、東部は解消されると思いますので、そうな

った場合に、大曲が今の状態で、たしかにＡ、Ｂで分けたときの人数からいけばそう多く

ないのでしょうが、建物の構造からいくと指導員の方に非常に負担のかかる施設というこ

とになります。そういう意味では、今までも各学童で一時的に第 2 学童クラブ、民家を借

りたり、市の公共施設、また教員住宅の管理者の建物を一時的に活用したりして、とにか

く人数の緩和を図ってきた経緯があるのですが、30 年度はそういったことも想定しながら

対策を立てるのかどうか、確認しておきたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 質問にお答えいたします。まず受け入れの人数でございますけれども、単純に考えまし

て、今 45 名いるうちの 7 名が卒業するということですから、1、2 年生で 38 名が基本的に

は残るということですので、それを 2学年で割ると約 20名弱が 1学年にいると。来年同じ

数字が入ったとすると 60名近く生徒が想定されるような、今、何人まで受け入れ可能だと

いうのは支援者の確保もございますので断言はできないですけれども、現在支援者が 26名

おりまして、その中で 45名の生徒を、支援者の中には毎週通って来られない方とかいろい

ろいらっしゃいますので、コーディネーターが状況を把握しながら行っているわけですけ

れども、支援者の増員の確保を努めるとともに、通ってくる方の状況に応じて、現在週 1

回でやっておりますけれども、場合によっては週 2 回に分けるとか、その辺も工夫をしな

がら、何名とは言えませんけれども、希望する方にできるだけ対応していこうということ

で協議を進めているところでございます。支援の実施場所ということですけれども、移転

後につきましては、今のところ福祉センターが移転する社会福祉協議会の 2 階の会議室等

で実施を予定しているところでございます。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 千葉子育て支援室長。 

 

千葉子育て支援室長 

 大曲学童クラブの施設の関係でございますけれども、先ほど課長から答弁申し上げまし

たとおり、30年度の年度当初におきましては 29年度よりも減少傾向であるというところで

ございます。今後新年度がスタートしましたら、児童の推移ですね、新年度開始まではま

だ増減がございますので、この児童数の推移を見ながら、場合によっては学校の空き教室、

または近隣の施設等も含めて、必要な場合は他の場所を求めていきたいと考えております。

ただ昨年よりは減っているということで一安心しているところでございます。 
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田辺副委員長 

 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

以上で児童福祉費、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

事業を除く民生費、教育費の教育総務費の教育振興費のうち、幼稚園就園奨励費事業、幼

稚園就園準備支援事業、幼稚園協会連携事業及び幼稚園振興事業の質疑を終了いたします。  

暫時休憩します。 

 

休 憩  午後 3時 39分 

再 開  午後 3時 40分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に衛生費の保健衛生費のうち、保健衛生総務費及び健康推進費の質疑を行います。 

稲田委員。 

 

稲田委員 

 予算書 115ページ、附属資料 1ページです。健康づくり啓発事業についてお伺いします。

健康維持や生活習慣病予防のための講演会や健康に関する情報提供を行う健康情報展、う

つ病や自殺予防についての知識啓発を行う心の健康講座を開催するとありますが、心の健

康講座、このメニューが平成 28年、29年と同じものだったのかどうか。それから地域に健

康の大切さを広める健康づくり推進員の養成や活動支援するとありますが、健康づくり推

進員の活動について具体的にお聞きいたします。 

続いて生活習慣病予防事業です。生活習慣病予防教室を開催するとありますが、受動喫

煙防止の、生活習慣病、喫煙が起こすさまざまな病気という観点から、北広島市民の喫煙

率と北広島市職員の喫煙率をお聞きいたします。 

 

田辺副委員長 

 尾崎健康推進課長。 

 

尾崎健康推進課長 

 お答え申し上げます。最初の質問、心の健康講座につきましては、心に関する講演会を

開催しておりまして、毎年テーマは変わっております。28 年度は発達障害の関係の講演会

を実施し、今年度はうつに関する講演会を精神科医の先生をお招きして実施いたしました。
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次に健康づくり推進員の活動についてですけれども、こちらは市民のボランティアで活動

していただいておりまして、例えば年 2 回開催しております市民ウォーキングといったイ

ベントですとか、そのウォーキングに関係して、ウォーキングマップを一緒に作成したり、

あと健康情報展というエルフィンパークでの大きなイベントを市と共同で、一緒に作り上

げて実施しているところでございます。 

次に煙草の関係でございますけれども、市民の喫煙率は、健康づくり計画を策定したと

きに行ったアンケート、これは 2014年に実施したアンケートですが、喫煙率が 15.9％とな

っております。同じ時期に実施しました国、道につきましては、国民生活基礎調査という、

これは 2013年の調査ですけれども、国が 21、6％、道が 27.6％となっておりますので、当

市は市民に関しまして、国等に比べて随分低い状態であると思います。職員については前

回議会答弁で職員課長が 20％と話をしていたと思うのですが、こちらは当課では把握して

いないところでございます。以上です。 

 

稲田委員 

 再質問をさせていただきます。健康づくり啓発事業ということで、健康維持や生活習慣

病予防のためといって、今オリンピックもあることですし、受動喫煙について世の中が本

当に関心を持って動き出しています。そして今日、道庁の予算書の中にも喫煙防止健康教

育支援事業費、それから喫煙率低下事業費、受動喫煙防止対策事業費と、このようにたば

こに関する予算が上げられております。ところがわがまちの健康づくり啓発事業、生活習

慣病、どこを見渡しても受動喫煙対策とか禁煙に向けての施策とか何もないのはどうして

なのでしょうか。それから先ほどの生活習慣病予防の市の喫煙率、たしか市職員は 20％、

で、市民は 15.9％だったと思います。私もびっくりしたのですが、その問題は灯台下暗し

でありまして、市職員に対して禁煙に向けての啓発や講演会、あるいは受動喫煙防止策な

ど、市職員に対しての働きかけはどのようにされていますでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 尾崎健康推進課長。 

 

尾崎健康推進課長 

 お答え申し上げます。煙草に関する予算項目についてですが、たしかに予算項目にはご

ざいませんが、例えば生活習慣病予防事業の中でも、国保の特定健診を受けた結果、生活

習慣病の発症の心配がある方で喫煙率がある方には必要に応じて煙草の体への悪影響につ

いて説明したりですとか、保健師が個別に対応して、煙草をうまく止める方法を一緒に考

えたりですとか、禁煙外来の受診を勧めるなど、さまざまな活動を行っているところでご

ざいます。そのほかにもこれまで煙草に関して広く市民に周知する方法として、癌の特集

号の中で煙草の害についてお知らせしたり、パンフレットを配置したりですとか、保健セ
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ンターのロビーでＤＶＤの上映を行うなど、今年になって始まったものもさまざまあると

ころでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 中屋保健福祉部長。 

 

中屋保健福祉部長 

 灯台下暗しというお話されていましたけれども、職員へのそういった指導といいますか

予防というのはどうだということですけれども、当然、市の啓発の中で当然知り得るチャ

ンスは十分あるということと、あとやはりこちらは総務部の所管にはなりますけれども、

職員の健康管理、福利厚生、そういった意味では総務部で具体的な取り組みがあるかなと

思うのですが、またわれわれ市職員は市町村共済組合に入っておりますので、その組合が

保険者としてのいろいろな広報といいますか周知もあります。ただ当市役所だけに限って

言えば、今まで喫煙に関したことに絞ったそういった講習会といいますか研修とかそうい

ったことは過去にないかなと思っております。以上です。 

 

田辺副委員長 

稲田委員。 

 

稲田委員 

 市民が 15.9％でしたか。それで市職員が 20％ということですが、この数字に対してどの

ようにお考えでしょうか。喫煙所がございます。例えば喫煙所の中に禁煙を促すようなポ

スターとか健康被害のことであるとか、これは石狩市がやっております。石狩市がまず隗

より始めよということで、職員にメールを用いて煙草の害や禁煙に関する定期的な情報発

信、段階的に希望があれば企業にも情報提供を拡大しているということ、それから禁煙す

れば 10 年間で癌に関わるリスクが 30 から 50％減少するとも言われております。それから

今回新聞報道によりましたら、この大学は喫煙者ゼロプロジェクト、医療大学です。学生

や教職員で作る見回り組織が喫煙エリアでの喫煙者に注意を呼びかけ啓発運動を展開して、

17 年春には敷地内の喫煙所を廃止したということで、喫煙ストップを呼びかける冊子を学

生、教職員全員に配布して、啓発の成果があって、17 年度の学生の喫煙率は 5.4％と、前

年度の 9.4％を下回ったということです。市民よりも市職員の喫煙率が高いのは非常に問題

であると思います。これから職員に対しての啓発、講演会なり、その健康問題とかそうい

う働きかけは予定されていますでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 中屋保健福祉部長。 



H30.3.8【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

76 

 

 

中屋保健福祉部長 

 まず数字を見てどうかというご質問でございますが、一般市民よりは多いんだと単純に

まずそう思います。今、国でも、厚生労働省で健康増進法の一部改正案ということでまと

めてきているということで、多数の者が利用する施設の形に応じて喫煙を禁止する義務規

定を設けるということで、3月 5日の厚生労働省からの文書を今見ています。その中でまた

禁煙、学校、病院、行政機関はどうすると、それ以外の施設はどうするということで、こ

の法改正に合わせてまたいろいろな規制が出てくるだろうとは思っています。その中でも

う 1 つ、市町村の義務としてもいろいろな啓発活動をさらに充実ということもうたわれて

おりますので、当然私どももそれにしたがって努めてまいることにもなりますし、また今

後、総務課で職員向けの研修等々あれば、そういった研修は保健福祉部も協力してやって

いきたいと思っております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 3点お聞きしたいと思います。1点目は 119ページ、附属資料 2ページのフッ化物洗口推

進事業でございます。この事業についてはもう 2 年目を過ぎようとしていますけれども、

この間の実施状況、対象者等の実施率がどのぐらいになってきているのかと。そして当初

この議論をした時に、事故等の発生といいますか、そういったリスク管理をどうするのか。

また洗口する方、しない方のそういった配慮についてもいろいろと議論がございました。

この辺の状況についてはどのようになっているのかをお聞きしたいと思います。 

2点目でございますけれども、ピロリ菌対策事業でございます。これについては新規事業

として、中学校 3 年生を対象としたピロリ菌の検査とございますが、この中学校 3 年生を

対象とした理由をお聞きをしたいと思います。それから実施にあたって、これはまたいろ

いろな課題があろうかと思いますけれども、その課題について把握、関係者との協議とい

いますか説明、そういったものはどのようになされてきているのかと。それから全体的な

スケジュール、新年度のいつから実施するのかをお聞きしたいと思います。 

3 点目でございますけれども、子育て世代包括支援センター事業でございます。平成 30

年度は開設に向けた準備ということでございますが、具体的にどのようなことを行い、そ

して本開設はいつをめどにいくのかという、そこら辺の当面のめど等についてもお聞きし

たいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 
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野切保健指導担当主査 

 フッ化物洗口の現在の実施率について、まずご説明いたします。平成 28年度からフッ化

物洗口を保育園、小学校で導入いたしましたが、28 年度に関しましては小学生の希望率が

83.4％です。保育園児が 93.7％でした。29年度は小学生では 83.7％、保育園児では 90.7％

となっております。保育園児の実施率が若干低下いたしましたが、8割、9割の希望率とな

っております。また事故等の発生時などのリスク管理ですが、フッ化物洗口を導入する前

に市で緊急時の事故対応を掲載したマニュアルを作成いたしまして、各施設に配布してお

ります。事故等があった場合の対応ですとか、どういう対応をしたらいいのかをフローチ

ャートなどに落として施設に配布させていただいております。洗口しない子どもの配慮に

関しましては、洗口の場所に同席している場合は水で一緒にうがいをするとか、小学校で

は下校をして区別をするとか、読書をするなどで配慮をしているところでございます。 

 

田辺副委員長 

尾崎健康推進課長。 

 

尾崎健康推進課長 

 ピロリ菌について説明いたします。まず中学校 3年生を対象とした理由でございますが、

ある程度、体が大きく大人に近づいているということが必要ということです。多くのまち

で中学校 2 年生もしくは中学校 3 年生を対象としているところでございまして、当市にお

きましては中 3 を対象としたところでございます。実施にあたっての課題についてでござ

いますが、今回の事業は学校健診の尿検査を使わせていただくことになっております。そ

して 2 次検査については医師会と協力し、市内の医療機関で 2 次検査をすることになって

おります。基本的には学校健診の尿を使いますし、あと医師会もこの事業については推奨

しているところでございますので、実施については特に大きな問題はないと思っておりま

すけれども、保護者などに、この事業の内容等をきちんと説明していくことが大切であり、

これが課題だろうと考えております。 

次に子育て世代包括支援センターについてでございますけれども、30 年度については先

進地を視察して、当市に合った運営形態や体制を検討して、センターの業務内容、役割、

運営について方向性を決めて、来年度の設置に向けたハード面や予算面や人の配置などに

ついての枠組みを構築していくことを考えております。開設は平成 31年度中を予定してい

るところでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 
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小田島委員 

 フッ化物洗口の関係で 2 年間事故はたぶんなかったと思いますけれども、その事故があ

ったかどうかというとこら辺をお聞きしておきたいと思います。 

それからピロリ菌の対策は、尿検査での学校健診と併せてという機会を利用してという

ことでは理解をいたしましたけれども、仮に尿検査で陽性といいますか、再検査を精密検

査といいますか、そこのところに行った場合、その対象者への説明、親御さんへの説明、

それで 2 次検診を、負担をどうするのか。そしていつまで除菌をするといいますか、ピロ

リ菌を除菌することを求めていくのか。それは保護者等の自主性に任せる状況だけなのか

というとこら辺をお聞きしたいと思います。 

それから支援センターについては開設準備と、再来年度開設というところでは了解をい

たしましたので、2点ご回答お願いしたいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 

 

野切保健指導担当主査 

 フッ化物洗口の事故についてご答弁申し上げます。2年間のうちで身体症状等を伴う大き

な事故の報告は現在受けておりません。ただヒヤリ・ハット事案として、少量を飲み込ん

でしまうというケースは現在のところ 3件ほどお受けしている状況でございます。 

 

田辺副委員長 

 尾崎健康推進課長。 

 

尾崎健康推進課長 

 ピロリ菌の関係についてお答え申し上げます。1次検査、尿検査で陽性だった方に対して

は、郵送で個別に 2 次検査の無料クーポン券と 2 次検査のご案内をいたします。除菌治療

についてはできるだけ早くに除菌した方が良いとは思うのですが、これは代表質問でもお

答えしましたとおり、除菌治療については重篤な副反応は今まで認められていないところ

ですが、おなかを下したりなど、多少ですけが副反応があることもございますので、除菌

治療することによるメリット、デメリット等、全てお知らせした上で、保護者やご本人に

判断していただきたいという考えでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 
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 私もピロリ菌の除菌をしましたけれども、1週間、錠剤を 6粒ほど定時に飲まなければな

らないという、私は 60歳近くになってからやりましたけれども苦痛でした。ぜひ、不安を

解消できるようにしっかりと説明をしていただければと思うのですが、クーポン券の有効

期限はどのぐらいで考えていらっしゃるのか。それといろいろな文献の中で、ピロリ菌は

20 歳ぐらいまでに除菌すればリスクはかなり軽減されると医学書の中でも言われておりま

すけれども、そこら辺は保護者等の判断に任せるということでしょうか。お聞きします。 

 

田辺副委員長 

 尾崎健康推進課長。 

 

尾崎健康推進課長 

 お答え申し上げます。クーポン券の期限ですけれども、年度内で 2 次検査を受けていた

だくように考えております。あと除菌治療の関係ですけれども、小田島委員がおっしゃい

ましたとおり、20 歳くらいまでに除菌していただければ、生涯ピロリ菌がなかった方と変

わらないくらいまで、胃がんですとかピロリ菌に関わる病気のリスクが低減されることか

ら、ですから、すぐにやらなかったら大変ですよという慌てさせる表現にはしないように

配慮しなければいけないと思っております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 1点だけ質問させていただきます。115ページの健康づくり啓発事業についてお伺いしま

す。この部分では前年度と比較して、事業内容が同じであるにもかかわらず半減している

のはどういうことなのか、まずお伺いします。 

 

田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 

 

野切保健指導担当主査 

 お答え申し上げます。今年度の予算上はウォーキングマップを改訂する時期ということ

で、ウォーキングマップ改訂費を計上させていただきました。一時的に印刷費等の予算が

今年度増えたという状況になってございまして、平成 30年度予算はウォーキングマップ改

訂が済んでおりますので、その予算を見込まなかったため半減という結果になってござい

ます。 
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田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 この事業の内容についてですけれども、健康づくり推進員の養成や活動についてですが、

この健康づくり推進員は現在何名いらっしゃるのか、お伺いします。それと毎年何名ぐら

い増えているのかお伺いします。私も昨年、この健康情報展を見させていただいて、骨密

度とかも測らせていただいたのですが、それは情報展ということでエルフィンパークでや

ったのですが、この健康推進の活動、もっと地域に根差したというか密着した活動はどの

ような形になっているのかお伺いします。 

 

田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 

 

野切保健指導担当主査 

 現在、健康づくり推進員は 54 名となってございます。毎年大体 7、8 名前後の方に養成

講座を受けていただいて、活動に同意をいただきましたら登録となっております。多少そ

の年度により、既に登録した方が活動を休止する方もいらっしゃいますので、例年 55名前

後で経過してございます。健康づくり推進員の地域に密着した活動をというところですが、

現在、年に 2回ウォーキング大会などを健康づくり推進員が実行委員会を立ち上げまして、

どのようなコースを市民とともに歩んだらいいかなど、健康推進課と一緒に企画していま

す。推進員さんも含め 1 回 100 名程度の参加があって、歩くことをテーマに活動している

ところです。市民ボランティアではありますが大変熱心に活動していただいておりますの

で、推進員の意見をいただきながら活動をどのように展開していくのか毎年検討していき

たいと思っております。 

 

田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 健康推進員の方で実際に自分がこういう活動をする中で、例えば血糖値が下がったとか

血圧が下がったという方がいらっしゃるのですが、例えば各自治会の、例えば出前講座の

ときに、実際に保健師と一緒に推進員もお手伝いなど参加して、例えば自分の体験をお話

してもらうとか、そういった活動も重要ではないかと思うのですが、それについてお伺い

します。 
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田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 

 

野切保健指導担当主査 

 木村委員がおっしゃいますとおり、体験談をお伝えすることの有効性はあるかと思いま

す。現在、健康情報展などでは推進員の体験談をポスター化して紹介する活動もしており

ます。出前講座で体験講座ができるかどうかは、健康づくり推進員とともに考えながら検

討してまいりたいと思います。 

 

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。健康推進経費、予算書 115 ページ。新庁舎に保健センタ

ーができましてから、健康測定器が 5 種類置いてあります。この利用実態がどうなのか。

それからこの中の機器は、ある方に言わせると、他市にないようなかなり高度な測定がで

きる機器もあると評価をいただいておりますが、この機器利用の効果をどう高めていこう

と考えているかお聞きします。 

2点目、がん検診推進事業、予算書 117ページ。この検診に関しては土日のがん検診だけ

に絞ってお聞きします。29 年度の土日のがん検診の取り組み状況、それから新年度におけ

る受診率の向上の取り組みについて、30年度どう取り組むのかお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 松原健康推進担当主査。 

 

松原健康推進担当主査 

 ただいまの藤田委員のご質問にお答えいたします。健康測定機器の利用実態につきまし

ては、平成 29年 5月から平成 30年 2月までの期間で各機器の使用回数は、身長体重計 429

回、体組成計 522 回、血管機能測定計 592 回、血圧計 1,544 回、物忘れ測定器 633 回、合

計 3,007 回となっております。健康測定機器の利用拡大につきましては、市広報や町内回

覧板などを通じて広く周知していきたいと思っております。 

土日のがん検診の状況についてご答弁いたします。土日のがん検診の状況につきまして

は、送迎バス検診、市内の各会館で実施する集団検診があります。平成 29年度につきまし

ては土日が 9 日間設定しておりまして、延べ 478 名受診されました。受診率向上の取り組

みにつきましては、前年度と同様、平成 30年度につきましては引き続き土日検診を実施す

るとともに、市広報、ホームページでの周知に加えて、平成 29年度から町内回覧板での周
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知を始めました。また平成 30年度からは新たに市内に居住する協会けんぽの被扶養者の方

にがん検診のチラシを送付し、受診を勧奨するようにします。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問します。この保健センターの入口の機器ですね、それなりに使われているとあり

ますので、1つは今、広報等でもお知らせすると言っていましたが、以前も及川健康推進課

長のときに、「きたひろ.ＴＶ」も使っていろいろなＰＲをしていましたので、うちは「き

たひろ.ＴＶ」という動画で見てもらえるような武器もありますので、こういうのも活用し

て、まずあそこに来たら健康測定器を少し触っていただく、体験していただく、そこで何

かしらの気づきがあれば病院にいくという動機付けにもなると思いますので、そういう取

り組みができないのかどうかお聞きします。 

2点目、がん検診に関しては、今年民間病院が日曜日の乳がん検診を始めたことも情報と

して聞いているのですが、この実態と、それから乳がん検診の日曜検診によって受診率が

どの程度向上したのかどうか、掴んでいればお聞きしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 尾崎健康推進課長。 

 

尾崎健康推進課長 

 お答え申し上げます。健康測定機器の関係ですけれども、たしかに藤田委員がおっしゃ

いますとおり、健康測定機器に触れていただくことは自らの健康の意識を高めることに繋

がると思いますし、広く沢山の方に何度でも利用していただきたいと考えておりますこと

から広く周知するために、「きたひろ.ＴＶ」は 1 つの手段とは思いますので、検討させて

いただきたいと考えております。 

次に日曜日の乳がん検診の状況についてでございますが、平成 29年度の 9月から、市内

の医療機関で乳がん検診が開始されました。これまで延べ 42名の方が受診されております。

これが全体でどれくらい伸びたかにつきましてはまだ年度の途中であり、受け入れ可能な

人数もそれほど多くないことから、把握できていないところでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 
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 私からは 1 点、フッ化物洗口事業について伺います。予算書 119 ページ、附属資料 2 ペ

ージです。実施状況については先ほど小田島委員の質疑の中で確認できました。毎年この

洗口をするしないの同意の確認はどのようにされているのか、この点教えてください。 

 

田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 

 

野切保健指導担当主査 

 お答え申し上げます。毎年の同意の確認方法になりますが、入学した児童ですとか、保

育園は 4 歳クラスに進級した園児に対しまして希望調査を配布し、意向確認を保護者にし

ております。また進級した児童や園児に関しましては、実施意向に変更がないかを年度初

めに通知しまして、変更希望があれば変更希望書の提出を求めて把握しております。以上

です。 

 

田辺副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

変更希望を配って確認しているとのことでしたが、その際、この洗口を実施するしない

は任意で、保護者の判断によって選べることをきちんと記載して配っていただきたいとい

う、これは要望としてお願いしたいと思います。それから実施しない子どもたちへの配慮

はきちんとしていただいていることが先ほどの質疑でわかりましたので、この点について

見解をお伺いします。 

 

田辺副委員長 

 野切保健指導担当主査。 

 

野切保健指導担当主査 

 お答え申し上げます。保護者のご希望でいつでも変更が可能ということも含めまして、

年度始めの希望調査を通知してまいりたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 以上で衛生費の保健衛生費のうち、保健衛生総務費及び健康推進費の質疑を終了いたし

ます。 

暫時休憩いたします。 
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休 憩  午後 4時 17分 

再 開  午後 4時 18分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に衛生費の保健衛生費のうち、環境衛生費、火葬場管理費及び公害対策費、清掃費の

質疑を行います。 

山本委員。 

 

山本委員 

 1 点だけ。保健衛生費の清掃対策費、予算書 125 ページ、附属資料 27 ページですけれど

も、事業系の一般廃棄物対策について、市政執行方針で市長は実態に合った検討を行うと

表明されたわけですけれども、これについてどのような課題解決を図っていくのかという

ことと、検討スケジュール等について教えていただきたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。市長の市政執行方針にありました事業系一般廃棄物の点につきま

しては、後段にもありますとおり生ごみの部分を指しております。事業系一般廃棄物の生

ごみにつきましては、昨年 4月からの処理手数料の改定に合わせまして、スーパー、病院、

レストラン、福祉施設などといった生ごみを多量に排出される事業所から戸別に訪問させ

ていただきまして、現場で作業に従事する従業員に対してわかりやすい分別の方法や個別

の業態、実態に合った方法を一緒に考えさせていただいて、分別の協力をいただいてまい

りました。現在は 25事業所のご協力をいただき、生ごみの分別排出していただいておりま

す。執行方針にもございましたとおり、新年度におきましても、この 1 年間で得ましたノ

ウハウを生かしまして、さらに協力していただける事業者が増えるよう引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。検討スケジュールという部分につきましても、事業者や

許可業者等、相手のあることでございますので、細かいスケジュールは特段立てずに随時

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 

 山本委員。 

 

山本委員 
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 事業所に対して、生ごみの対策について訪問するということですけれども、この事業系

一般廃棄物の生ごみは昨年度から対策をとるということで、この戸別訪問と同時に料金に

格差をつけて収集を促進させることをやっているわけですけれども、1つはわかったらでい

いのですが、事業系廃棄物の生ごみの収集実績はどの程度向上されてきているのかが 1点、

それからもう 1 つは、25 件やりましたが、新年度の事業所の訪問計画についてはどのよう

に考えていらっしゃるのか、お伺いします。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。まず収集の実績ですけれども、事業系につきましては過去 5 年間

から申し上げますと、25 年当時は 14 トン、26 年は 3 トン、そして 27 年は 54 トン、28 年

は 82トン、そして今年度、今年 1月までの部分では事業系は 321トンまで集めることがな

んとかできた次第です。29 年度の見込みとしては、なんとか 400 トンを今、見えてきたか

なという状態でございますので、さらに拍車をかけてまいりたいと思います。訪問事業者

という部分でございますが、以前もお話ししたかもしれませんが、当市では全体として生

ごみが発生する事業者を 70 者程度と押さえております。そのうち大規模の 20 者が今、大

枠済んでまいりましたので、それからだんだん残りの、単純にいけば 50者程度になります

けれども、スーパー、病院等、大きな事業所を目がけてやってまいりましたので、今後は

大きくなくても出していただくような事業所とか、例えばグループホームですとかそうい

った部分にも刺さりこんでまいりたいと考えているところでございます。以上でございま

す。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 わかりました。29 年度、事業系の生ごみはかなり多くなってきていると思うのですが、

これは何度も議会で取り上げたように、元の収集実績が非常に低すぎたという状況がある

ので、ぜひこの数字を伸ばしていくために取り組んでいただきたいと思います。 

それで 1 点だけお願いなのですが、生ごみに対して収集を促進するということで各社回

られていると思うのですが、ごみの組成分析見ると、紙ごみもかなり多い状況があるので、

生ごみだけではなくて、紙ごみの収集についても併せて、事業所を回った時にいろいろ課

題もあると思いますので、意見交換をしていただいて、広く普及していただけたらと思い

ますけれども、そこら辺についてどうでしょうか。 
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田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 まず生ごみにつきましては、今後も頑張ってまいります。そして事業系の雑紙というか

紙類、こちらについてはやはり組成分析で 2 割から 3 割程度含まれているのは分析の結果

を押さえているところでございまして、私どもとしても、今、家庭の雑紙、ミックスペー

パーを始めたばかりでございますけれども、今後はこういった部分もしっかり減量に向け

て進めてまいりたいと考えておりますことから、今後とも研究も含めて行いながら、事業

者等のご意見も伺って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 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 粗大ごみリユース事業について伺います。予算書 127 ページ、附属資料 27 ページです。

リユースされて販売されている家具がホームページでも紹介されているのですが、リユー

スに至らない家具などの有無ですね、わかりやすくいうと売れ残り品、こちらの扱いにつ

いて予算に反映されているところがあるのかどうか、お伺いします。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。まずせっかくの機会ですので、粗大ごみリユース事業につきまし

ては、粗大ごみの回収受付の際に対象品目、木製家具と自転車ですけれども、それがある

場合、この事業の趣旨を説明した上で、リユース品として再使用、再利用させていただく

ことに了承をいただいたものの中から、また簡易な修繕で対応できるような物品を選別し

てリユース品としているところでございます。整備したリユース家具等につきましては、

抽選による展示販売をまず行いまして、売れ残った場合は値段を下げて、即売品として、

まずは何度か販売を行っております。そのため最終的にはほとんどリユース品として市民

の皆様に提供して再利用されているという状態でございますが、残念ながら年に数台提供

に至らなかった場合は廃棄という形になります。しかし捨てるのも勿体無いものですから、

そういった家具の中にでも、ねじ一本でも、また接合金具ですとか、結構取っ手の部分は

他の家具の修繕にも使えたりできますので、当然リサイクルを推進しているところでもご
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ざいますので、そういった使えそうなものは取り外してストックしているところです。特

にガラス板とかは結構貴重な資材になりますので、できる限り廃棄を減らすように努めて

いるところでございます。そういったものも含めて、予算の中で対応させていただいてお

ります。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 できるだけ廃棄に至らない努力がされていると理解できました。それでリユース販売直

後、お買い上げになった、持ち帰った後に、その直後に不具合やトラブルがあった場合の

対応などはどのようにされているのか、教えてください。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 現状としましては、私どもにはまだ不具合があったから何とかしてほしいというお話は

有難いことにいただいてはいない状態ですけれども、一応約束事としましては、不具合や

トラブルの対応ということで、購入者が引き取られる前の場合はそこで手直しをさせてい

ただいて、可能なものについては対応させていただいておりますが、基本的にはリユース

品ということで、表面がつるつるとかそういう感じになるのは難しいところもあるかもし

れませんけれども、引き取り後についてはあくまでもリユース品であるので、こちらは対

応は行っていない状態でございます。自転車のリユースについては、引き渡しの際に、引

き渡しのあとは対応できない旨の内容を記載しました同意書に署名をいただいてお渡しす

る形で対応させていただいております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 1点だけお聞きします。ごみ減量化・資源化対策推進事業、予算書 125ページ。ミックス

ペーパーについてお聞きします。昨年から試験的にやりまして、私も見ている限りでは、

かなり皆さん興味持って協力してくれているのかなと思っております。特に私の地元です

と、夢プラザに日曜日など行きますと、玄関に少し溢れかえっているくらい溜まっている

のをよく目にしております。まず 1つは、拠点回収の拡大は平成 30年考えないのかどうか。
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それから回収の頻度ですね。これはどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。まずミックスペーパーの拡大という部分でございますが、拠点回

収につきましては排出状況において本当に大きな反響をいただきまして、開始して 4 カ月

になりますが、21.4 トンを回収することができました。普通ごみが減ったというお話、ま

たごみ袋がすかすかになってきたとかそういった良いお話もいただいてはいるのですが、

拠点が遠いというご意見をいただいているのも事実でございます。現在 8 箇所の公共施設

で拠点回収を行っていますが、拠点の拡大については、まず拠点における回収専用紙袋の

配布業務があるのと、回収したミックスペーパーを濡れないようにですとか管理すること、

また拠点からミックスペーパーを搬送する手段の確保など整理しなければいけない課題も

ございまして、そのためにはもう少し回収量の推移を見ていく必要性があると考えており

ます。このようなことも踏まえつつ、多くの皆様に資源化、減量化にご協力いただけます

よう、回収の拡大や強化策を今後とも検討してまいりたいと思っております。今年度は初

めですので、まず安くできるところからということで、私ども職員が直に回収しておりま

すが、結構な量になりましたので、平成 30年度の予算では週 2回、火曜日と金曜日を、火

曜日というのは要するに施設休館日などの月曜日のあとという、日曜日などが溜まります

ので、休館日もありますので、そういった意味も考えて、火、金の中で積算をして、少し

回収量を増やしたいという状況でございます。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。再質問で 1 点だけ。このミックスペーパーをやることによって、やれる

方からいきますとね、今、志村課長が言われたとおり、いわゆるピンクのごみ袋を買う頻

度が減ることは家計に優しいということが 1 つあります。もう 1 つは、もう 1 歩進めて、

これを市民がこぞってやることによって、クリーンセンターの延命化につながると。そう

いう意味でごみ減量化、これはぜひ市民ぐるみでＰＲしていただきたい。ということから

いけば、小中学校でもこういうミックスペーパーで、家庭で出るごみをぜひこういうミッ

クスペーパーの袋に入れようみたいなことを家族ぐるみでできる方はぜひやっていただけ

ればいいなと思っております。それが最終的にクリーンセンターの延命化につながれば、

それはもう一石二鳥だろうと思うので、そのような小中学生のＰＲ、啓蒙をやるべきだと
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思うのですが、それに対して見解をお聞きして終わります。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。ごみの減量化・資源化への取り組みにつきまして、子どもたちに

伝えていくことは、子どものうちから環境への配慮などを学ぶ大きな大切な機会を提供さ

せていただくものでありまして、またご家族の皆様などへの情報、そして影響もおおいに

及ぼしていくことが期待できるものと認識しております。そういったことから、従前から

やっております出前講座、またクリーンセンターの見学会などをはじめさまざまな機会を

とらえて、ミックスペーパーの回収についてもＰＲしてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 以上で衛生費の保健衛生費のうち、環境衛生費、火葬場管理費及び公害対策費、清掃費

の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 4時 35分 

再 開  午後 4時 35分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に一般会計の質疑を一旦中断し、霊園事業特別会計予算の質疑を行います。 

 山本委員。 

 

山本委員 

 霊園事業特別会計の一般管理費について、1点だけお伺いします。霊園事業につきまして

は、本来であれば 29年度に指定管理に移行するということでしたが、諸事情で指定管理に

移行できないで今を迎えているわけですが、そもそも指定管理への移行による効果がある

のだろうかというところが疑問といいますか、そこがよくわからないというところがあり

ます。そういう意味で、指定管理に移行による効果と課題といいますか、問題点、そこら

辺についてどう考えていらっしゃるのかと。特にその指定管理によるサービス向上として、

どのようなことが考えられるのかを具体的に示していただければと思います。 
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田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。指定管理制度の導入につきましては、従前もパブリックコメント

等々でもご説明してきたことと重複するかもしれませんが、他の公の施設への指定管理制

度導入と同様、民間事業者等のノウハウを活用することによりましてサービスの向上や効

果的な、かつ効率的な運営につながるものとして考えております。具体的に利用者に対し

ましては、民間事業者が実施しております墓参者への供花代行、供花の提供、飲料水等の

販売をはじめ、最近の霊園等々では実施されております墓地のお掃除、お参り代行、そう

いったサービス、いわゆる利用者のニーズに添うようなサービスが自主事業として実施さ

れることを期待しておりまして、そういった部分がまずは利用者に対するサービスの向上

につながるものと考えております。施設の管理面におきましては、指定管理化によりまし

て、草刈りや清掃等のそういった軽微なもののほか、小規模な修繕などに対しましてもよ

り迅速に対応されることが期待されているところでございます。なお、使用許可また霊園

の承継の許可、埋蔵手続きというような霊園の使用者の管理面につきましては、現在やっ

ております市役所内での業務という形ではなくなりますので、まずは市役所の付近に事務

所を配置することを条件としまして、従前内容に損ねることがないような部分を進めてい

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 

 山本委員。 

 

山本委員 

 わかりました。それで 29年度の指定管理については、公募して実施するということだっ

たのですが、実質できなかったわけですね。そこら辺のところの要因と、30 年度の指定管

理への移行の見込みは大丈夫なのでしょうか。そこら辺の状況についてご説明願いたいと

思います。 

 

田辺副委員長 

 志村環境課長。 

 

志村環境課長 

 お答え申し上げます。以前、民生常任委員会でもご報告させていただいたときにお話し

しましたが、今回応募、一応 2 者、最初に手を挙げていただいたのですが、事務所の開設

体制、また人員の確保など、受託できる体制が整う見込みが立たないという状況がありま
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して、辞退されるという形で今回私どもも受けとめております。そのときからも少し時間

が経過しておりますが、私どもとしても効率を目指して進めていく体制でございますし、

そのときにその事業者に対しましても、そのときの課題等々も整理させていただいていま

したので、何とか今、31 年度のスタートになりますけれども、今回募集をして応札いただ

ければと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 以上で霊園事業特別会計予算の質疑を終了いたします。 

以上を待ちまして、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 4時 41分 

 

 

委 員 長 尾 崎 弘 人 
 

副委員長 田 辺 優 子 


