
平成 30年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 30年 3月 12日（月）   午前 9時 56分から午後 3時 52分 

 

2 開 催 場 所      庁舎 5階本会議場 

 

3 出 席 委 員   尾崎委員長、田辺副委員 

野村委員、島崎委員、橋本委員、谷浦委員、稲田委員、藤田委員、 

大迫委員、木村委員、小田島委員、坂本委員、鈴木委員、中川委員、 

鶴谷委員、板垣委員、永井委員、山本委員、滝 委員、國枝委員 

 

4 欠 席 委 員   川崎委員 

 

5 委員外議員   佐藤議長 

 

6 市側出席者 

総 務 部 長  福 島 政 則   保 健 福 祉 部 長  中 屋  直 

水 道 部 長  藤 嶋 亮 典   税 務 課 長  米 川 鉄 也 

高齢者支援課長  三 上 勤 也   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 

業 務 課 長  遠 藤  智   水 道 施 設 課 長  藤 縄 憲 通 

下 水 道 課 長  橋 本 洋 二   下水処理センター長  藤 本 正 志 

 

教 育 部 長  水 口  真   教 育 部 次 長  佐 藤 直 己 

学 校 教 育 課 長  河 合  一   小中一貫教育課長  冨 田 英 禎 

社 会 教 育 課 長  吉 田 智 樹   文 化 課 長  丸 毛 直 樹 

エコミュージアムセンター長  小 島  晶   学校給食センター長  鈴 木 靖 彦 

 

納 税 担 当 主 査  波 多 野 拓 也   高齢者福祉担当主査  渡 邉 篤 広 

高齢者相談担当主査  浜 山 か お り   介護認定担当主査  布 施 恵 太 

給付・保険料担当主査  荒 川  亨   特定健診・介護予防担当主査  影 久 真 美 

国保給付・年金担当主査  及 川 翔 太   国保賦課担当主査  立 野 桃 子 

後期高齢者担当主査  三 橋  聡   庶 務 担 当 主 査  佐 々 木 保 彰 

料 金 担 当 主 査  桜 庭 基 人   給 水 担 当 主 査  吉 岡  亮 

工 事 担 当 主 査  野 尻  敬   事 務 担 当 主 査  木 村 公 也 

管 理 担 当 主 査  山 下 知 芳   処理施設担当主査  人 見 桂 史 
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複合処理担当主査  鎌 田 憲 昭   施 設 担 当 主 査  森 田 寿 雄 

 

庶 務 担 当 主 査  花 田 秀 樹   施 設 担 当 主 査  高 橋 猛 博 

学校教育担当主査  福 田 康 生   教育支援担当主査  笹 森 和 宏 

小中一貫担当主査  竹 内 弘 大   社会教育担当主査  山 田 孝 博 

体 育 担 当 主 査  斉 藤 洋 平   文化振興・管理担当主査  山 崎 博 夫 

読書推進担当主査  蛯 名 優 子   エコミュージアム担当主査  若 澤 路 子 

エコミュージアム担当主査  畠    誠   業 務 担 当 主 査  須 貝 初 穂 

 

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

   書    記  阿部 千明 

 

8 傍 聴 者    4 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 

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

する旨届出がありました。 

ただいまから本日の会議を開きます。本日の日程は配付済みの審査方法等協議資料に記

載のとおりであります。審査に入ります前に質疑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、その旨を発言されるようお願いいたします。また簡素な質疑、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教育費の質疑を行います。ただし教
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育総務費の教育振興費の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は除きます。 

質疑を行います。永井委員。 

 

永井委員 

 おはようございます。私からは文化ホール施設に関して 2 点伺います。まず予算書 185

ページ、附属資料 23 ページ、芸術文化ホール管理費のホール設備修繕事業 86 万 4 千円に

ついて伺います。こちらは文化ホールの修繕、今年で文化ホールは 20年目を迎えると思い

ますが、2017 年度はホールの大きなオペラカーテンを交換していただきまして、私もよく

利用するのですが大変感謝いたしております。この 2018 年度の予算 86 万 4 千円、すみま

せん、通告書では 84万 6千円となっているのですが、86万 4千円です。こちらはホール内

壁面補修と書いてあるのですが、資料に載っていますが、その具体的な内容をお知らせく

ださい。 

もう 1点が同じく予算書 185ページ、附属資料 23ページ、文化施設維持管理費の文化施

設修繕事業 113 万 4 千円についてですが、こちらの事業計画の内容を具体的にお願いしま

す。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 お答え申し上げます。まず 1 点目の芸術文化ホール設備修繕事業でございますが、ホー

ル内の壁面の、実は木彫に見えている部分は最終的にアルミのコーティングがされている

壁紙がはられております。その壁紙が一部剥離している状況がございますので、その剥離

を修繕するための予算ということで計上させていただきました。 

2点目でございますけれども、施設西側の外構部分のインターロッキングの傷みが激しく

なっておりますことから、これらの修繕のための経費を計上させていただいているもので

ございます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 文化ホールもだいぶん老朽化が目立ってきているかなと感じるのですが、2018 年度は内

壁の補修を主にやっていくということで、今後の 2018年度以降、19年度になりますか、そ

れ以降の補修、修繕もやはり度々、その都度必要になってくるかなと思うのですが、修繕、
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補修箇所の今後の計画について伺います。こちらの事務事業評価ですと、芸術文化ホール

管理費も文化施設維持管理費も 2018年度に修繕工事の調査委託をすると書いてあるのです

が、このように計画通りに進んでいくのかもあわせてお聞きいたします。 

2つ目の文化施設修繕事業ですけれども、ホール前のインターロッキングの修繕などを行

うということで、それに伴う利用客への周知や、また安全面での対策などもきちんとして

ほしいと思いますが、どのように対応していくのか伺います。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 今後の改修につきましては、利用に支障のある部分につきましては速やかに改修を行っ

ていこうと考えております。また随時点検等も行っておりますので、指摘のあった部分に

つきましては計画的に開始させていただきたいと思っております。 

2 点目ですが、外構工事をやるということでございますので、部分的なエリアを設けて、

バリケード等を置いて、市民の皆さんに周知させていただいたり、立ち入りができないよ

うに区分をするなどの工夫をさせていただく中で、施工業者等とも十分調整をさせていた

だき、安全を確保していきたいと考えているところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 文化施設の修繕、補修などに関して、市民からの、例えばこういうところが汚れている

ので直してくれないかとか、椅子を直してくれないかなど、そういう意見等も利用してい

るとちょこちょこ耳に入ってくるのですが、例えば目安箱的な、ご意見箱的な、市民から

のアンケートみたいなのも今後やっていってはどうかと思うのですが、たしか以前はやっ

ていた記憶があるのですが、記憶違いかもしれませんが、そのようなことも検討してみて

はいかがでしょうか。お願いいたします。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

お答え申し上げます。市民からの意見でございますけれども、こちらをご利用いただく

前には、申請書等を見せていただく中で確認はさせていただいておりますし、使用後にも
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担当の職員が行ってチェックさせていただく中で、コミュニケーションは取らせていただ

いております。そのときにご指摘等いただいた部分につきましては、こちらでも先ほどの

内容に伴いまして、急きょ補修が必要なものについては即対応させていただきますし、あ

る程度の安全面を考慮し随時対応させていただきたいと思っております。また市民の皆様

からのご意見でございますけれども、各種機会を通じて皆様とコミュニケーションを取っ

て、現場を確認しながら、内容に対応させていただいておりますので、その方法を継続し

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 

 おはようございます。それでは何点か質問させていただきます。はじめに予算書 195 ペ

ージの小学校給食調理場整備事業についてお伺いします。今回新しい調理場を造ることに

向けて今年は準備をしていく年だと思うのですが、現状も色々と課題があるかと思います。

ドライとかウェットのそういう方式ですとか、それからオーブン機能がないとか、色々と

不足しているものがあると思うのですが、これらの課題解決に向けて、この新調理場では

どういうことが解決されていくのかお伺いします。それから建設場所ですね、選定のポイ

ントというのでしょうか、条件といいましょうか、そういうものはどうなっているのか。

それから今回パブリックコメントも行ったと思うのですが、この方針についてですね。そ

のパブリックコメント等の反映はどのようにされていくのかお伺いします。 

続いて予算書 189 ページの不登校いじめ対策・教育相談事業ですけれども、こちらにつ

いては今、適応教室ですか、みらい塾というのがあると思うのですが、こちらについては

平成 10年に開設されたのでしょうか、途中で改築も行われているようですけれども、外観

ですよね。プレハブ造りというところで環境的にはどうなのかなと感じられるのですが、

今後この環境整備についてはどうされていくのかお伺いします。それから不登校いじめ対

策というところでは、スクールソーシャルワーカーの役割がとても大きいと思うのですが、

こちらは今、退職された教員の方が対応していらっしゃいますけれども、社会福祉士です

とか臨床心理士などのそういう専門的な資格を持った方というのは今後考えていかれない

のか。できれば少し若手の方というのでしょうか、生徒達と年齢の近い方がお 1 人でもい

らっしゃるといいのではないかなと思うのですが、そちらの可能性についてお伺いします。 

続いて予算書 179 ページのフレンドリーセンター運営事業ですけれども、こちら解体す

ると示されていますけれども、ここではどのような活動をされていて、これから解体する

ことになりますけれども、活動はそれがどうなるのか、今後の活動場所についてお伺いし

ます。 

それから前後しますが予算書 183 ページ、国際交流事業についてお伺いします。先日の



H30.3.12【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

6 

 

川崎委員の代表質問の中にもありましたけれども、サスカツーンとの姉妹都市交流がもう

すぐ 30年ということで、色々記念の行事等も考えられているようですが、こちらは事業の

拡大といいますか、他の国との交流を考えていらっしゃらないのかということですが、カ

ナダはとても遠いので、もう少し距離的にも近いアジア圏との交流も考えていく予定はな

いのか、以上お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 鈴木学校給食センター長。 

 

鈴木学校給食センター長 

 田辺委員のご質問にお答えいたします。最初に新しい施設に向けてですが、基本方針に

基づき喫緊の課題として給食施設、アレルギー対応等できる施設を検討してまいります。

ご飯については自炊ができる施設を設定するとともに、スチームコンベクションオーブン

だとか、新しい食缶についても導入予定で考えております。平成 30年度はその基本構想に

ついて策定していく予定でございます。次に用地の問題ですが、調理場用地を選定する場

合には都市計画法上の制限ですとか広大な面積が必要になってきます。あとは道のハザー

ドマップに載っていない部分とか色々その辺の条件がありまして、今現在、適合地を検討

しているところです。民有地を取得する場合は別途補正等で対応したいと考えております。

最後パブリックコメントに関する反映ですが、パブリックコメントの中であった質問、意

見に対応する形で、温かい最新の食缶を導入することですとか、温かさに配慮する部分を

加筆訂正させていただいたところです。以上です。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。みらい塾の環境整備についてでありますが、教育活動に支障をきた

すほど施設が著しく老朽化している状況ではないと認識しているところでございますので、

今のところ改築等は考えていないところでございます。次にスクールソーシャルワーカー

についてでありますが、北海道教育委員会のスクールソーシャルワーカー活用事業実施要

綱では社会福祉士や精神保健福祉士といった有資格者のほか、地域や学校の実情に応じて

福祉や教育の分野において専門的な知識技術を有する者、または活動経験等がある者をス

クールソーシャルワーカー任用の要件としているところであります。本市が配置している

スクールソーシャルワーカーについてでありますが、問題を抱える児童・生徒が置かれた

環境への働きかけと、関係機関等とのケース会議の開催や、保護者、教職員等に対する支

援、相談、情報提供など、スクールソーシャルワーカーとしての職務を適切に遂行してい
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るところでありますので、専門的な資格の有無や年齢についてはスクールソーシャルワー

カー任用の要件とは考えていないものであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 フレンドリーセンターと国際交流につきましてご答弁させていただきます。まずフレン

ドリーセンターの解体につきましては、昭和 47年に北海道札幌養護学校共栄分校として建

築された建物でございます。その後、平成 12年に北海道養護学校共栄分校の移転に伴って、

利活用として障がい児者と健常者との交流拠点として開設されたところでございます。ま

たフレンドリーセンター事業につきましては、障がい児者の学習機会の提供と健常者の交

流事業として行われているところでございます。近年フレンドリーセンターでは北ひろし

ま福祉会の勇太鼓の活動場所、それから北広島市障がい児者を持つ親の会の資料整理等を

行う部屋として活用されており、また 2 階部分につきましては市の書庫として活用してい

るところでございます。現在、北ひろしま福祉会は福祉会施設内での活動が可能であると

いうこと、それから北広島市障がい児者を持つ親の会の皆さんは主に中央公民館を利用さ

れていると伺っているところでございまして、施設の解体を判断したところでございます。

また解体後のフレンドリーセンターの土地につきましては、北ひろしま福祉会から無償貸

与を受けている土地でございますので、解体後すみやかに福祉会に返却したいと考えてお

ります。また事業につきましては、事業の趣旨、目的を踏まえて、引き続き市内外各所で、

障がい児者の皆さんの学習機会の提供として実施してまいりたいと考えております。 

続きまして国際交流事業におけるアジア圏などの他国との交流についてでございますが、

グローバル化が進展する中で、異文化に触れる機会ということでは多様性や柔軟性、こう

いったものを育むことに繋がることから、国際感覚豊かな人材の育成にとって非常に重要

であることは認識しております。そのようなことから、人材育成という観点から、国際交

流事業につきましては、ご質問にありましたアジア圏も含めた他国との交流、それから派

遣交流事業以外の交流機会、そういったものについて北広島市の国際交流協議会の皆さん

のご意見も聞きながら、そして幅広く市民のご意見も聞きながら調査研究してまいりたい

と考えております。交流人口を増加する関係部署ともしっかりと連携をとりながら進めて

まいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 

 

田辺委員 
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 再質問します。最初に小学校の給食ですけれども、パブリックコメントの中には子ども

たちが使う食器の選定というのもあったと思うのですが、私も以前から是非、今のプラス

チック製ではなくて強化磁器を使ってほしいと要望しているのですが、今がチャンスだと

思うのです。新しくなるときが。今年実施設計など色々準備が進んでいくと思うのですが、

以前質問したときに、磁器食器に 1 種類ずつ変えていくとかになると、他のプラスチック

容器と一緒に食洗機に入れるのは色々と困難があるという、一緒に洗えないというお答え

があったと思います。ただ今回更新にあたってはすべて新しくするというお話だったので、

今が更新するチャンスだと思います。北海道の中でも今、約半数近くの小学校が強化磁器

を使っています。中には地域性があって木の食器を使っているところもありますけれども、

使っていますし、お隣の江別市の給食センターでも 2013 年から強化磁器を使っています。

昨年 4 月から稼働した石狩市の新しい給食センターでも、小学校でも 6 種類の強化磁器を

使用しています。これまでご答弁でも小学生には重たくて身体的に負担とおっしゃってい

ましたけれども、他のまちで子どもたちができて、北広島市の子どもたちが特別体力がな

いことはないと思います。そういうこともありますし、家庭ではみんな普通に陶器の食器

を使っていると思うのです。だから食器を大事にする、壊すということも、壊れてお金が

かかることもありましたけれども、子どもたちにもやはり形あるものは壊れてしまう、割

れることもあるわけですよね。だから大事に使うことを学ぶ機会にもなりますし、やはり

磁器の食器は口当たりも優しいですし、特にこれからご飯も自炊されるということですの

で、ほかほかのご飯をプラスチックの容器によそうよりは家庭で使っているものと同じよ

うに、磁器の食器によそっていただくのが食育の観点からも優れていることになると思い

ます。最近の強化磁器の食器は重さもそれほどでもなく、強化磁器ですから簡単には割れ

ません。食器を選ぶということは他のものにも色々関係してきますよね。食缶ですとか色々

なものにも関係してくると思うのですが、今、新しい給食センターに向かって更新すると

いうことですから、少ない子どもたちですけれども、食育ということを考えて、美味しく

給食をいただくことも考えて、是非この磁器食器が使えるような環境に整備していただき

たいと思うのですが、こちらについてはいかがでしょうか。 

次にみらい塾についてですけれども、たしかに年数というか目に見える老朽化はないと

は思うのですが、やはりプレハブ造りというのは印象として私はあまりよろしくないので

はないかと思います。なかなか移転とかそういうのが難しいのかもしれませんけれども、

では現在、中で特に課題はないのか。北広島の教育とかを見ますと、小学生もいますよね。

平成 29年度の報告を見ると小学生が 9名となっていました。その前はたしか 6名、中学生

もいるのですが、小学校と中学生が一緒に活動しているわけですけれども、その辺で不都

合はないのか。やはり年の差があると思うので、その辺には配慮が必要かと思うのですが、

その辺についてはいかがでしょうか。それからスクールソーシャルワーカーについては、

たしかに熟練して経験が豊富な、先生の経験がある方というのももちろん大切かと思うの

ですが、専門的資格を持った少し若手の方も採用していくことは色々難しいことなのか、
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再度お伺いします。 

フレンドリーセンター事業については理解いたしました。 

国際交流事業ですけれども、人材育成だけではなくて、派遣以外にも色々これからも考

えていかれるということでした。今、観光振興課でも台湾とか色々アジア圏との交流もサ

イクルツーリズムとか進んでいると思うのです。ですから教育委員会なのでどこまでとい

うのはあると思うのですが、是非そちらとも連携をして、アジア圏との交流も 1 歩進めて

いく環境を是非作っていただきたいと思います。これはきっと今後検討されていくという

ことでしたので、お答えは結構です。 

 

尾崎委員長 

 鈴木学校給食センター長。 

 

鈴木学校給食センター長 

 田辺委員のご質問にお答えいたします。まず食器、箸とか磁器食器の話ですが、基本方

針では安全安心な給食を提供します、それから食育の推進ということで、それに基づいた

施設整備を進めていく予定です。磁器食器等につきましては外郭団体である学校給食研究

協議会ですとか、市の中で構成する学校給食運営委員会ですとか、その中で検討して調査

研究してまいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。小学生や中学生の指導につきましては、学年や習熟度の違いがあり

ますので、一斉指導ではなく、基本的には個別指導を行っているところでございますが、

今後、小学生の児童が通級する場合については、通級する児童・生徒へ配慮しながら、基

本的には同様な形態で指導を行ってまいりたいと考えております。次にスクールソーシャ

ルワーカーについてでございますが、現在、教育委員会で任用しておりますスクールソー

シャルワーカーにつきましては、これまでの教育経験に基づいた活動等によって、これま

でも適切な指導をしていただいているところでございますので、基本的には今後も同様な

形態で運用していきたいと考えているところであります。以上です。 

 

 

尾崎委員長 

 田辺委員。 
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田辺委員 

 学校給食の調理場の整備についてですが、検討されていくというお答えですけれども、

この検討されていくというお言葉に私も疑念を持っておりまして、どこまで検討してくだ

さるのかなということなのですが、今現在、磁器食器を導入することに対する課題という

ものが何かおありなのか、その辺をお伺いしたいと思いますけれども、先ほどもお話しま

したように、道内でも強化磁器を使っているところが本当に多いですよね。以前のように

体力的にとか、ほかの色々な設備との不都合とかいうことをおっしゃっていましたけれど

も、今現在もやはりそのように重たいとか割れるとか、そのようなことを大きな課題とし

て捉えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。やはり家庭では普通に磁器を使っ

ているわけですから、なるべく安全ということももちろんですけれども、やはり日本型の

食生活、和食を進めると今なってきていますよね。ご飯を食べるという給食の、以前に比

べると、要するに米飯給食も増えてきたというところでは、やはり家庭でも伝えきれない

そういう和食文化というか、日本食というのをしっかりと学校給食で伝えていくという大

きな役割もあると思うのです。ですから学校ではなるべく家庭と同じように、普通お店に

行っても大抵磁器の食器で出てきますよね。そういう経験をして、子どもたちの食育環境

をしっかりと整備していくことが大切だと思うのですが、最後にもう 1 度見解をお伺いし

ます。 

それからみらい塾についてですけれども、小学生とはそういう場合は配慮していくとい

うことですけれども、みらい塾は適応指導教室ということで、学校に行けなくなった子ど

もたちを戻すことが大きな目的であることはわかるのですが、環境的に黒板があって、本

当に教室を再現したような形になっていますけれども、そこに行けないから来ているとい

う子どもたちに対しては違う環境、例えば丸テーブルをみんなで囲む環境とか、子どもた

ちの勉強する気持ちを大切にするという環境整備も大切かと思うのですが、その辺につい

てはいかがでしょうか。それからスクールソーシャルワーカーのことは今までと同じとい

うことですが、このみらい塾の指導員の方は、子どもたちと年齢の近い方を今後採用され

ていくのかお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 鈴木学校給食センター長。 

 

鈴木学校給食センター長 

 田辺委員の質問にお答えいたします。今現在での磁器陶器の場合の課題となると、どう

してもコスト面が中心になってきます。値段そのものは調べたところ、今のプラスチック

製のものに比べて 1.2 倍くらいでそれほど大きな値段差はないのですが、磁器陶器を積む

となるとコンテナを新しくしなければならないのですが、陶器になると厚みが出てくるも

のですから、トラックに積めるコンテナの台数が減るということは、つまりトラックの台
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数を増やさなければいけなくなる、配送上のコストも若干出てくると。先行して磁器陶器

を使っている石狩市のセンター長の話によると、やはり定期的にというか、1日に何枚かは

必ず割れますので、その分の補給をしなければならないということで、それは年間にする

と結構な金額になると伺っているところです。コスト面の部分がやはり中心になると思い

ます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。みらい塾の環境整備についてでありますが、教育委員会といたしま

しても、みらい塾におけます生徒たちの学習しやすい環境づくりには今後も最大限配慮し

てまいりたいと考えております。これまでもみらい塾において必要な備品ですとか消耗品

等の要求については可能な限り対応している状況でございますので、今後も指導員等の意

見も反映しながら、環境整備は進めていきたいと考えております。次にみらい塾の指導員

についてでございますが、現在みらい塾におります指導員の方については、市の非常勤と

して、任用できる年齢要件を満たしているところでございます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 何点か質問させていただきます。まず教育振興費の学校図書館活用事業です。予算書 167

ページ、附属資料 15ページになります。この中で来年度新たにまちなか司書事業というも

のをモデル事業として行うということですが、このまちなか司書、これまで学校司書を充

実させることの 1 つの方法だと思うのですが、その具体的な内容をお示しいただきたいの

と、モデル地域を選定してやっていくということですが、このモデル地域の選定、大曲地

区ということですが、このモデル地域選定の理由を教えていただきたい。それから大曲地

区以外の他地区への波及についてどう考えているのか。スケジュールも併せて教えていた

だきたいと思います。 

次は同じく教育振興費の部活動指導員制度運用事業です。予算書 177 ページで、附属資

料 16ページです。こちらも先生が部活動に非常に時間が割かれているということで、国を

あげて部活動というか教職員の労働時間を減らしていこうという、教育授業に専念しても

らうという事業の一環だと理解しているわけですが、これもモデル校を選定して行ってい

くととらえているわけですけれども、この事業のモデル地域をどういう形で選定していく

のかという辺りの内容をお示しいただきたいのと、これもやはりモデル校を選定していく、
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それから他校にどういう形で波及させていくのかということですね。特に今の学校の部活

動の実態を考えると、教職員がどのように部活動のところで、その時間外とかそういうの

を行われているのかというそういう実態も併せて教えていただきたいと思います。 

次に事務局費のコミュニティ・スクール推進事業です。予算書 163 ページ、附属資料 17

ページですけれども、コミュニティ・スクールについては西部地区でずっと進められてき

ているわけですけれども、これを今度周知を拡大していこうということで、取り組みを来

年度行っていくということですが、そもそもその周知を拡大していくという事業の趣旨は

どうなのか、何なのかということと、具体的な周知の取り組みの内容はどういうことなの

かということと、当然その周知を拡大していくことは、このコミュニティ・スクールを今

後推進して全市的にも広めていこうという考えがあると思うのですが、今後の他校への拡

大についての考え方をお示しいただきたいと思います。 

それから社会教育総務費のフレンドリーセンター施設の問題ですけれども、予算書 179

ページ、附属資料 21 ページ。解体については先ほど田辺委員から詳細に質問されたので、

内容はわかりました。1点教えていただきたいのですが、同じくフレンドリーセンター事業

については運営事業が 68万 2千円つけられているのですが、これとセンターをそもそも解

体してしまうということと、その運営事業をつけていることの関係を教えていただければ

と思います。 

次は図書館の運営費の図書サービス提供事業です。これは市立図書館の図書サービスの

事業をユニバーサル化していくと。障がい者の方も含めた幅広く図書を利用するためのＤ

ＡＩＳＹというような図書教材などを更新していくという内容かと思うのですが、これの

内容について教えていただきたいということと、実際に障がい者が図書館をどのように利

用しているのかという利用実態、それから今後のユニバーサル化、障がいを持つ方も持た

ない方も、老若男女がきちんと等しく図書館を利用できるというユニバーサル化に向けた

取り組みについて教えていただければと思います。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 お答え申し上げます。まず 1 点目ですけれども、学校図書館活用事業のまちなか司書の

配置でございますけれども、まず事業の概要でございますが、地域の中に 1 名の司書を配

置させていただきまして、保育施設の巡回と配本ですね、小学校の学校図書館の巡回、地

域で行われております読書活動の支援を行うために、大曲地区を拠点として読書活動を行

う司書を配置するという事業概要でございます。それでモデル地区選定の理由でございま

すけれども、大曲地区を対象の地区として行いますが、大曲地区は小学校の児童数や保育

施設の数が他の地区よりも多いことから、今回は大曲地区をモデル地区に選定させていた
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だいたところでございます。また今後でございますけれども、幅広い年代の読書活動支援

を目的とする新たな取り組みとして、まずは大曲地区において事業を展開させていただく

中で、利用が広がるよう学校図書館ですとか保育施設での活動を充実させて、事業の知名

度を高めてまいりたいと考えているところでございます。次に図書館のユニバーサル化と

いう観点でのご質問でございますけれども、1点目の音訳機器の更新のご質問に対してお答

え申し上げますが、現在、視覚に障がいがある方へのサービスのための音訳機器は、今で

はあまり使われておりませんカセットテープによる録音、編集を行っているところであり

ます。今回の更新ではデジタル形式での録音を可能とするためのパソコンと、資料を専門

のカメラで読み取り、データ化を行い、音声に変換する専用機器を新規に導入するもので

ございます。その他に専用再生機で使用できる市販のデジタル図書も購入する予定となっ

ております。障がい者の利用実態についてでございますが、特に視覚に障害のある方のサ

ービスについてでございますが、ボランティアの方々が活動を行っておりますが、音訳等

のサービスにつきましては、平成 28年度の実績で、朗読につきましては対面朗読が 28回、

電話でのリーディングサービスが 46件あったところでございます。またリーディングサー

ビスのための留守番電話での問い合わせも 415 件あったところでございます。そのほか点

訳のサービスもございますけれども、点訳に関しては個人への点訳が 88件あったところで

ございます。最後ですけれども、図書館全体でのユニバーサル化の取り組みということで

ございましたけれども、図書館ではこれまで誰もが利用できる施設を目指して、ボランテ

ィアの方々と共に音訳、点訳活動や、高齢者、障がい者の方々への宅配等の取り組みを行

ってまいりました。平成 26年度の差別解消法以降、日本図書館協会からもガイドラインが

出されましたので、その内容を参考にして、障がいを理由とする差別の解消の推進のため

に環境整備に取り組んでいく必要があると考えているところでございます。以上でござい

ます。 

 

尾崎委員長 

 吉田教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 フレンドリーセンターについてご答弁させていただきます。フレンドリーセンターの解

体とその後の方向性につきましては、先ほど田辺委員の答弁で回答したとおりとなってお

りますが、その後のフレンドリーセンター事業についてでございますが、事業につきまし

ては障がい児者の学習機会の提供と健常者との交流というこういった趣旨、目的を踏まえ

ながら、引き続き障がい児者の皆さんの学習機会の提供として実施してまいりたいと考え

ております。当然フレンドリーセンター解体後は、この事業名は適切な事業名に変わるの

かなと考えております。以上です。 

 



H30.3.12【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

14 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。部活動指導員についてでありますが、部活動指導員の配置にあたっ

ては人材の確保が大きな課題とされている現状がございます。本市といたしましては、人

材確保にかかる課題が一定程度緩和されて、将来的な配置拡大に向けた検証を行う上でも

有効と考え、導入初年度は 1 校 1 名のモデル導入としたところであります。また現在、部

活動指導員の公募を行っておりますが、登録者の中から各中学校の部活動運営状況や登録

者の専門種目、さらに各中学校の意見を考慮した上で派遣者を決定いたしますので、現段

階では部活動指導員が派遣される学校や部活動の種目は未定となっているところでござい

ます。次に本市におきます中学校教員の勤務時間に占める部活動指導の割合でございます

けれども、北海道教育委員会が実施した教職員の時間外勤務等にかかる実態調査の結果で

は、通常の勤務日においては部活動の正顧問や副顧問は、顧問をしていない者よりも 1 日

あたりの残業時間が 1 時間程度高く、また部活動の正顧問や副顧問が土日に部活動に従事

する時間は 1日あたり 2時間 30分から 3時間程度となっております。本市の中学校教員の

部活動指導の実態につきましても、北海道教育委員会が実施した調査の結果で得られた状

況と同様な実態にあるものと考えているところであります。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 冨田小中一貫教育課長。 

 

冨田小中一貫教育課長 

 私からコミュニティ・スクールについてお答えいたします。平成 26年度の教育再生実行

会議の提言及び平成 27年度の中央教育審議会の答申に基づきまして法改正が行われました。

学校運営協議会が指定による任意設置から努力義務化されたことに伴いまして、私どもと

しましても学校運営協議会に関する教育委員会規則の改正を行い、原則中学校区での共同

設置といたしたところでございます。今後未設置校への拡大を視野に入れまして、まずは

学校、家庭、地域が一体となって子どもを育てていくという取り組みが必要であることか

ら、まず市民、地域向けの周知としまして、来年度につきましては講演会の開催経費、ま

た教職員向けの研修としまして、コミュニティ・スクール研究大会への未設置校の参加経

費を措置したところでございます。事業の取り組み内容につきましては、様々な媒体を通

して周知を進めてまいろうと考えているところでございますが、今後の拡大の方向性とし

ましては各学校には校長会で今回の法改正等の情報提供をし、意識の共有を図っていると

ころでございます。改正法の附則の趣旨を勘案しまして、各中学校区の地域資源等の状況

を見ながら考えていくこととしていきたいと考えております。以上であります。 
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尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 再質問させていただきます。学校図書の問題ですけれども、今後モデル地域を、児童数

が多いということで大曲地区で実施するとのことですが、実際にモデル事業の効果等を検

証して他校に波及させていくスケジュールといいますか、その流れみたいなものをどう考

えているのかというのが 1 点と、それからこの財源措置というのは国や道の補助事業を活

用していると思うのですが、広げていく上で、その財源上の問題としてどういう課題があ

るのかという辺りですね、教えていただきたいというのが 1点です。 

2つ目の部活動指導員の運用事業ですけれども、これは 1校 1名ということですが、かな

り学校によって違う、種目によって違うと思うのですが、学校の先生が部活動に割かれて

いる時間がかなり多いと感じているのですが、そういう意味で、1校 1名でモデル地域をや

っていくことは、先ほどの答弁を聞きますと、指導員の状況によるということですが、も

し指導員の確保というのが可能であれば、そこら辺のところの拡大を進めていく考えなの

かどうかということと、それからもう 1 つは指導員の方の人材育成といいますか、一朝一

夕ではなかなか行かないものですから、こういうモデル事業を行いながら、そういう指導

員の方の人材育成、人材確保といいますか、そういうところを進めていく必要があると思

うのですが、そこら辺のところの考え方を教えていただきたいと思います。 

それからフレンドリーセンターの件はわかりました。名前を今後は変えて、障がい者の

方の交流事業を進めていく考え方だと思います。 

最後に図書サービスの提供事業ですけれども、これもユニバーサル化で取り組みを進め

ていくということで、事業を是非進めていっていただきたいなと思うのですが、今回ＬＬ

の図書ですね、議員にもご案内いただいて私も見させていただいたのですが、大変良い事

業だなと思っております。このＬＬ図書についても少しご説明いただければと思います。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。部活動指導員の配置拡大についてでありますが、学校における部活

動指導体制がどのように充実したかなど、派遣による成果と課題を十分に分析することが

大切であると考えております。部活動指導員派遣による成果と課題を十分に分析するため

には、例えば体育系部活動の場合ですと、今年度 7 月の派遣から翌年の中体連大会の時期

である 6 月から 8 月までのおよそ 1 年間の部活動指導体制を検証する必要があると考えて
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おります。このことから、部活動指導員の配置拡大については、配置から 1 年間の成果と

課題を踏まえて検証してまいりたいと考えております。続きまして部活動指導員の人材育

成についてでございますが、部活動指導員の人材育成に関しましては、今のところは派遣

の事前と派遣中の年 2 回程度の研修を通して、部活動が学校教育の一環であることなど、

部活動の位置付けや部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するも

のであることなど、部活動の教育的意義を部活動指導員に理解させることに努めてまいり

たいと考えております。なお部活動指導員の配置にあたっては人材の確保が大きな課題と

されている現状がありますので、本市といたしましては北海道都市教育委員会連絡協議会

を通じ、北海道教育委員会に対して市町村教育委員会へ人材紹介を行う人材バンク等の設

立を要望しているところであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 お答え申し上げます。まずまちなか司書の関係でございますけれども、今後の波及のス

ケジュールでございますけれども、今回モデル事業ということですし、またご承知のとお

りまちなか司書という名称につきましても完全に北広島のオリジナルでございます。本来、

司書は図書館におりまして、来る方に対してのサービスということで進めたものをあえて

まちなかに出ていって、市民の皆さんと触れ合う中で展開していくという新たな取り組み

でございますので、その事業をじっくり進めさせていただいて、効果を検証または部分的

な手直し等も含めて、今後他の地域へ波及させていきたいと考えておりますので、今のと

ころはまずはモデル事業を進めさせていただいて、市民の皆さんに認知をしていただくこ

とが優先と考えておりますので、そのところから取り組んでまいりたいと考えております。

また財源上の課題ということでご質問いただきました件でありますけれども、当然人件費

がかかる状況もございます。それで幼児から子どもたちへという形で展開させていくとい

うことでございますので、適正な人材を配置させていただく中で、人件費を確保させてい

ただいて、いわゆる費用対効果の面も含めて、効果的に事業が進むような財源の確保が必

要ではないかと考えているところでございますので、そこら辺が課題になってくるかなと

考えているところでございます。 

また 3 つ目、ＬＬブックについてのご説明でございますが、皆さんには突然でしたけれ

ども、こちらで購入ができましたので、議会の図書館に購入したＬＬブックを展示させて

いただきました。内容につきましては、本当でしたら絵と文字になるのですが、文字もわ

かりやすいように大きく書いたり、絵文字を使ってその内容がわかるようにということで

す。その他文字をなくして写真等を使って写真だけで見てわかっていただけるような資料

になっていたかと思います。今後もこの内容については私どもでも検討させていただいて、
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内容については随時皆様にお知らせさせていただきたいと考えているところでございます。

以上です。 

 

尾崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

通告した外国語指導助手については取り下げます。 

奨学金と学校管理費だけお聞きいたします。奨学金支給事業、予算書 167 ページですけ

れども、みらい塾の通級者、これも対象になったのか。以前はなっていなかったのですが、

なっているのかどうか教えてください。 

予算書 169 ページの学校管理費について、質問する内容がこれに当てはまるのかどうか

わからないのですが、東部小学校の図書室のカーペットがあまりにも汚い、子どもたちが

寝転がって本を読んでいる状況を考えればあまりにもかわいそうな状況だったので、これ

の張り替えをするのか、その予算が入っているのかお聞きいたします。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 大迫委員のご質問にお答えいたします。奨学金支給事業についてでありますが、他の出

願者と同様に、学業に関する選考基準と学費支弁が困難であることに関する選考基準を満

たすものであれば、これまでも選考の対象と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 

 高橋施設担当主査。 

 

高橋施設担当主査 

 ご質問にお答えをいたします。東部小学校の図書館のカーペットですけれども、私も見

てきました。清掃等も行き届いていないところもあったのですが、張り替えはいたしませ

んが、30年度クリーニングは実施いたします。以上です。 

 

尾崎委員長 

 大迫委員。 
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大迫委員 

 奨学金ですけれども、みらい塾の生徒も対象ということですが、現状はなかなか難しく

なっていないでしょうか。校長の推薦もなければならないですとか、通常の学校に通って

いなくてみらい塾に通っている子は、やはりなかなか推薦もいただけないのかなという状

況も考えられます。みらい塾に自ら好んで通うことはたぶんないと思います。人間関係と

かそういう諸々の関係で通わざるを得ない、行かざるを得ない状況になっているのかなと

思いますので、家庭の経済状況はもちろんクリアしなければいけないですけれども、そう

いう子たちに対しては何らかの、ポイント加算ではないですがそういうことがあってもい

いのかなと思います。以前も支給対象者が 90人に満たないときがありました。こういうと

きには是非ともみらい塾の生徒を入れてあげることはできないのかなと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

カーペットについてはクリーニングをしていただけるということですので、是非ともよ

ろしくお願いいたします。以上 1点お願いします。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。奨学金支給事業につきましては、能力があるにもかかわらず経済的

な理由によって就学困難な学生及び生徒に対して学資の一部を支給することにより、教育

を受ける機会を与えることを目的としています。奨学生は北広島市奨学生選考基準によっ

て定められている基準に沿って奨学生選考委員会で選考しており、在籍している学級を要

件とはしておりません。みらい塾に在籍している生徒につきましては、管内においてみら

い塾と同様な運営形態の適応指導教室の状況を今後研究してまいりたいと考えております。

以上であります。 

 

尾崎委員長 

 大迫委員。 

 

 

大迫委員 

 規則は規則でいいとしても、その規則を少し変更できないのかなと思います。以前、自

分が奨学金の奨学生選考委員をやっていた時に、そういう現場の人が一緒にいました。み

らい塾に通っている生徒もなぜ奨学金対象にならないのだろうねという話をちらっとして

いました。現実はそうだと思います。ですから子どもたちは高校から変わろうとして頑張

ろうとしているけれども、経済状況でなかなか難しい生徒がいれば、やはり贈ってあげる



H30.3.12【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

19 

 

べきだと思いますが、変更だとかそういうことは考えられないのかお聞きいたします。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。みらい塾に通級する生徒への奨学金支給についてでありますが、奨

学金制度の趣旨にのっとり、学業に関する選考基準や学資支弁が困難であることに関する

選考基準を設けて選考しておりますことから、経済的な理由のみではみらい塾に通級する

生徒も含めて選考基準を満たすことにはならないものと考えております。なお奨学金の選

考基準等々の変更についてでございますが、先ほどご答弁いたしましたとおり、みらい塾

に在籍している生徒の状況について、管内における同様な運営形態の適応指導教室の状況

を今後研究してまいりたいと考えております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 1 点質問させていただきます。予算書 175 ページ、附属資料 19 ページで、大曲中学校校

舎大規模改造事業についてお伺いします。今回、平成 30年度の予算は老朽化した校舎の実

施設計を実施するとのことでしたが、一応改造内容と工期についてお伺いします。そして

たぶん冬休みや夏休みを利用されると思うのですが、生徒たちへの対応についてお伺いし

ます。 

 

尾崎委員長 

 高橋施設担当主査。 

 

高橋施設担当主査 

 お答えいたします。大曲中学校校舎大規模改造事業につきましては、まず工期が昭和 53

年と平成 2 年に校舎が建築されて、非常に老朽化が激しいので改造を行います。先ほどお

っしゃっていましたが、平成 30年度に実施設計を行い、大体 6月から 11月、翌年 31年か

ら 32年までの 2カ年で工事を予定しております。工事の内容につきましては、外部は屋上

防水、外壁塗装改修、窓の調整です。内部は教室の床、壁、照明の改修等を行い、改修に

伴う電気設備及び機械設備工事を行います。生徒たちへの対応につきましては極力生徒に

迷惑がかからないように考えておりますが、教室の改修があることから、まず空き教室と

特別教室を改修してから移動していただくことを予定しております。先ほどおっしゃって
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いましたが、夏休みや冬休みの時期に充てたいと思います。平成 30年度の実施設計ですけ

れども、6月に大体業者が決定し、その後に顔合わせということで、学校、教頭および校長

と顔合わせをしていただき、具体的な要望等をお聞きしながら設計へ反映すると考えてい

ます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 今のお話を伺いましたけれども、これは藤田委員からの情報なのですが、大曲中学校で

ボイラーの音が授業に影響しているということで、今の話の工事の中にはそういうのはあ

まりなかったのですが、ボイラーの音に関しては改善されたのかどうかお伺いしたいのと、

あと工事に関連してですが、今、全小中学校の校舎の耐震化工事はもう 100％完了したので

すが、非構造部材の耐震化については、工事についてはどのような状況になっているのか、

お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 高橋施設担当主査。 

 

高橋施設担当主査 

 ボイラーの音については確認させていただきます。今回の大規模改造事業については入

っておりません。非構造部材の工事につきましては、大規模改造に併せてやっていく予定

で、今のところ 7割くらいは終わっています。以上です。 

 

尾崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 ボイラーの音に関しては、もう 1 度確認して是非改善していただきたいと思います。そ

れと大曲中学校に関連して、管理者住宅、今使われていない部分があるのですが、その 1

棟は「ちょいスポ」などで利用されているのですが、そのほかの管理者住宅に関しては今

後どのような利活用を考えていらっしゃるのか、お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 水口教育部長。 
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水口教育部長 

 公宅の部分でございますけれども、学校敷地内にあるものと敷地の外にあるものを区別

した中で、敷地の外にある部分につきましては利活用ができないかどうか、市内部で利用

計画がないかどうか、今、確認をしようとしている作業の途中でございます。今後につき

ましては、その回答を待ちまして廃止、完全に更地にしてしまうのか、その他そういった

部分で他に利活用できないのかという部分を図ってまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 私からまず 1 つ目、先に体育施設管理費の部分についてお伺いいたします。まずこちら

施設等維持管理委託という部分であるのかなと思うのですが、こちらの体育館、それから

トレーニング室の器具の更新について、次年度どのぐらいの予算で考えているのかをまず 1

つお聞きします。 

それから 2 つ目ですけれども、部活動指導員制度運用事業についてお伺いします。まず

先にお話しておきますけれども、基本的には私も教育機関に心から応援をしていることを

先に申し述べた上でこの後お話をさせていただきますけれども、まず事業の具体的な内容

について伺う中で、2月 15日の広報に本件の募集がありました。私も見ていますけれども、

その中で先日締め切りしたと思うのですが、応募条件について、それからこの指導員にど

ういったことを求めているのかをまずお伺いしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 総合体育館の関係についてお答えいたします。トレーニング室機器というより施設全体

の修繕ということで 220万円ほど予算計上しているところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。部活動指導員制度運用事業についてでございますが、2 月 15 日号の

広報掲載以降、3月に入って公募しているところでございますが、市内の中から複数の方が
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応募している状況でございます。続きまして部活動指導員に対して市教委として求めてい

ることについてでございますが、この制度は今、国や道教委で進めております働き方改革

とも関連する事業でございますので、その中でいきますと、やはり教員の負担軽減ですと

か教員が児童・生徒と向き合う時間を適切に確保することや、さらに生徒の技術力の向上

等、そういった部分で導入についての効果を期待しているところであります。以上であり

ます。 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 まず 1 つ目に体育館の全体修繕で 220 万円とお伺いしました。トレーニング室の器具に

ついては、市民から交換についてどのぐらい要望が来ているのかを原課としてどのくらい

把握されているのかお聞きしたい。それから私も使っていますけれども、私が中学生のと

きに体育館はできました。そのとき以来からの器具があるんですね。33 年くらい経ってい

るということです。ガムテープで補修されたり、体育館の方々がかなり色々駆使して、修

理、修繕して使ってこられているのも見ていますしわかるのですが、大事に使う、辛抱に

使うことは大事ですけれども、ほどがあると思います。トレッドミルが先日壊れましたと。

セノーという業者です。ここからこう言われているのはたぶん承知していると思います。

故障修理、これに限りにしてほしいということで、念書を持ってこられたそうです。たぶ

ん聞いていると思います。大事に使うのも本当にいいことだと思うのですが、市民の皆さ

んが使っている器具が、メーカーでもこれ限りにしてほしいというぐらい使っている。い

いなと思います。だけども何かあったときに、トレッドミルはランニングマシンですから、

急に止まったとか色々なコンピューターの制御がある中で、そういった事故の可能性も当

然あるわけですね。そういう観点から言うと、残念ながら前任の健康運動指導者の方がお

亡くなりになって、ずっと計画されていたのも私も話を聞いています。でもやはりそうい

った中身を聞いていると思いますので、よく考えていただきたい。加えて、高齢者の認知

症予防のマシンとか、中学生でも使えるトレーニングマシンが今はいっぱいあります。い

わゆる都市伝説みたく小さいころからウェイトトレーニングとかマシントレーニングをし

たら背が伸びないのではないかと言われるような、そういった時代はもう変わってきてい

るわけです。例えばうちも息子と行くのですが、使えるマシンがほとんどないです。腹筋

の台くらいですよね。あと私が中学生の時からあったウルトラなんとかという触って楽し

むのもあるのですが、ホグレルというマシンを前にも紹介したのですが、おそらく佐藤教

育部次長も現場にいらっしゃいましたし、吉田社会教育課長も野球ですし、花田庶務担当

主査も野球だったからよくわかると思うのですが、イチロー選手が使っていた初動負荷理

論のマシンで、簡易版があります。非常に安いマシンがある。これは高齢者の認知症の予
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防にも非常に優れている、中学生の柔軟性確保の面でも非常に優れているということで、

今凄く注目されているマシンでもあって、今道内にはかなり入ってきました。そういった

ことで、原課でおそらく予算要求されていると思うのですが、正直言ってこれはどこでス

トップしているのかなと思うのです。市長なのか、副市長なのか、財政課なのか。これ聞

いていると思うんですけどね、下のほうでも。是非その辺ですね、生涯スポーツそれから

健康増進の施設として、やはりあるべき姿に近い、レイアウト含めたマシン配置をしてい

ただきたいと思います。総体的に見直しが必要なのではないかと思いますので、その点に

ついての見解をまずお聞きします。  

それから部活動指導員制度についてです。少し長くなります。申し訳ありません。平成

29 年 4 月 1 日に学校教育法施行の規則の一部を改正する省令があった。ここにあります。

部活動指導員の制度化についてという 7 枚もののプリントがあります。これ中学校以降の

特別支援、それから中等教育も含めた高等学校までのスポーツ、文化、科学等に関する教

育活動にかかわる技術的な指導に従事する部活動指導員について、名称及び職務を明らか

にすることにより、学校における部活動の指導体制の充実を図られるようとあります。何

を言いたいかというと、先日募集されていた部活動指導員の広報の時給は 1,100 円であり

ました。月にすると 60 時間程度の指導ということで、6 万 6 千円くらいと。担当にお聞き

すると、7 月ぐらいからの運用を目指していると。先ほど少し説明もありましたけれども、

部活動はこの制度がもし 3月で終わったときに、部活動の場合は 6月、7月ぐらいまで行く

わけですよね。年度をまたぐわけです。その辺の雇用に関する運用の方針について、明ら

かになって明文化されているのかどうなのか、その辺お聞きしたいと思います。それから

中学校、高校、大学もそうですけれども、技術指導はもちろん大事です、部活動にとって、

スポーツにとって。だけどもプロスポーツ選手とか実業団の選手とか、こういった方々の

セカンドキャリアは、今、文科省でもスポーツ庁でもずいぶん言っていますけれども、行

政が積極的にサポートしていく部分であるかなと思います。思いますけれども、一般の方

にちょっと馴染みがないかもしれませんけれども、教育現場の皆さん、よく承知されてい

ると思うのですが、生徒指導というと馴染みがないかもしれないですけれど、要は生活指

導含めた生徒の成長すべてについて向き合っていく部分、教科指導と生徒指導というのは

車の両輪と一緒だと言われています。特に昨今の教育の資質の問題で、生徒指導ができな

い教員が多くなっていると言われているわけですよね。それからこういった観点を鑑みる

と、単年度の予算で 61万円という金額の中から計り知れない危険性が僕はあるのでないか

なと思っています。その観点もどうとらえているのかをお聞きしたいのですが、最近ブラ

ック部活動などというちょっと考えられない言葉も出てきているのですが、そういうこと

を含めて、結論から言うと、先ほど山本委員から拡充していくべきではないかというお話

がありましたけれども、私は来年度以降、再来年も含めて、ここは是非慎重に進めていく

部分ではないかなと思っております。人選、手当て、それから補償の部分ですね。こうい

ったところの観点について、さっきの 1点と合わせて 2点お聞きします。 
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尾崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 体育施設の管理費についてご答弁させていただきます。総合体育館は平成 24年度にリニ

ューアルオープンをいたしました。その際トレーニング室のスペース拡大を行うとともに、

開館当時のトレーニング機器、それから新たなトレーニング機器も増やしまして、新設し

たところでございます。リニューアル効果、それからトレーニングブームもありまして、

利用者も年々増加しているところでございます。トレーニング機器に関しましては、トレ

ーニング論の変化ですとか、その時代のニーズに合った機器というのは当然あろうかと思

います。またトレーニング機器 1 台が大変高額であることはご存じかと思います。市民の

皆さんからの要望も指定管理を行っております体育協会を通して伺っているところですし、

メーカーからのお話も現在伺っているところでございます。市としましても利用者の安全

性、それからさらに満足度を高めていくという観点から、指定管理となる体育協会の皆さ

んとも協議をしながら、計画的な修繕、それから更新について考えていきたいと思います。

以上です。 

 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。部活動指導員についてでございますが、部活動指導員の職務には安

全・障害予防に関する知識、技能の指導や、事故が発生した場合の現場対応として応急手

当て、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、特に重大な事故が発

生した場合には学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに学校に連絡すること

があげられます。部活動指導員を派遣する際には事前研修を行い、これらの対応について、

派遣される本人へ十分な指導を行ってまいりたいと考えております。さらに日常的な生徒

指導の内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について、当該部活動を担当する

顧問などと部活動指導員が情報共有を行い、連携を十分に図ってまいります。また事故が

発生した場合の所在につきまして、部活動指導員に集中することがないよう、学校全体と

して受けとめていくものと考えております。次に部活動指導員の配置拡大についてでござ

いますが、学校における部活動指導体制がどのように充実したかなど、派遣による成果と

課題を十分に分析することが大切であると考えております。この分析のためには、例えば

体系部活動の場合ですと、今年度の 7 月の派遣から翌年の中体連大会の時期である 6 月か
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ら 8 月までのおよそ 1 年間の部活動指導体制を検証する必要があると考えているところで

ございます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 今、部活動の指導員が中体連のどのぐらいの時期まで指導するのかについて言及があり

ましたので、そういう部分は非常に大事な部分かなと思っておりますし、考えておられる

のだなということで理解しました。外の部活動で体育系のものと、中の文化系の部活動や

色々なものを見ていくのは、やはりリスクマネジメントが非常に違う。引率もそうですし、

炎天下の中で練習をさせている部分がどうなのかとか、中でも熱中症が起こるわけですか

ら、当然、部活動指導員にすべての責任を負わせることはあり得ないかなと思うのですが、

1番大事なのは、やはりその顧問になられる先生の心配りであったり気持ちなのではないか

なと思います。そこが本当に大丈夫なのかなと。学校現場の管理体制として大丈夫なのか

なと思います。忙しい先生の中でですね。さらに外部の部活動指導員の方との連携を取っ

ていかなければならないという部分が増えるわけですよね。ただそこには子どもたちとか

生徒がもうすぐそこにいますから、教えてほしい子どもたちは。もう待ったなしですけれ

ども。例えばこれは言おうかどうしようか迷っていたのですが、ちょっとお話をしますけ

れども、うちの長男ですけれども、中学生で硬式野球クラブと学区外のクラブに行ってい

ます。でも陸上もやっているものですから、中学校で陸上部がないものですから、登録を

させてもらって、顧問の先生に一応ついてもらって大会に行くことをお願いしています。

昨年の管内中体連に私も行ったのですが、その先生がどうのこうのということではないで

すよ。ないですけれども、一例としてですよ。たまたまうちの息子が決勝まで行って午後

になったと。そしたら顧問の先生がいないんですよ。私がいるからいいですよ。いいです

けれども、私がいたからいいのか、ほかの保護者だったらどうなのか。事故があったとき

どうなのか。例えば顧問の先生でも、例えば試合前に頑張れよと、楽しみにしているぞと、

一言声を掛けてもらうとかがあればいいなと思いながらも、あまりそういうのもなく。私

たちの到着よりも遅く来ました。ですから受付がされないのに、たまたま気を揉んでいる

わけですよ、うちの息子は。「来るのかな先生、大丈夫かな」そういう例もある。次の日に

本当に申しわけないですけれども、「先生と何か話したか」「いや何もないと」。決勝の前に

帰ったので、僕は同じスポーツの指導者として、「決勝どうだった」と聞いてくれるかなと

思っていました。次の日何もなかった。「そうか。でもな、お前悪いわ」と。私の家庭教育

が悪いせいかもしれませんが、「きちんと先生にこうだったと報告すべきなのはお前だ」と

言いましたけれども、そういう部分の心に入ってきてくれるような生徒指導のある先生と

一緒に部活動指導員の先生がやっていかないと、絶対にうまくいかないと思います。1,100
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円のですね、月に 6 万 6 千円くらいの、先生が忙しい時の留守番だったら、子どもたちは

本当に一生懸命できるのかなと思います。少し長くなって申し訳ないのですが、根っこは

先生方の負担軽減という部分はもちろんわかっています。であれば、学校の事務の負担を

軽減するために事務の方を増やしてあげるのも、それは違う観点から必要なのではないか

と僕は思います。先生が部活動に一生懸命取り組むために学校の事務の負担を軽減させて

あげる。これも 1 つだと思います。一緒に汗をかく、そういう情熱のある指導者を子ども

たちは求めていると思うし、親も求めていると思います。そういうことで言うとどうかな

と思うので、長くなりましたけれども、来年度とですね、しっかり検討してやっていただ

きたい。その中で小中一貫教育が行なわれていくわけですから、小学校の子どもたちのス

ポーツ、部活動と中学校の先生方の一緒にスポーツ、部活動の中でどのように取り組んで

いくのかということも含めて、最後に見解をお伺いしたいと思います。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。部活動指導員についてでございますけれども、部活動指導員を派遣

するにあたりまして、先ほどは派遣にあたっての部活動指導員本人に対する研修の話等を

させていただきましたが、一方で受ける側の学校でも、例えば管理職の体制ですとか、実

際に担当する正顧問、副顧問との対応等ですね、それもしっかりと体制づくりをしていか

なければならないと考えております。特に重要と思われるのは、やはり部活動指導員と顧

問ないし副顧問との連携が 1 番大切だと考えておりますので、そういったことが実りある

生徒指導に繋がっていくよう、教育委員会といたしましても普段の部活動指導における生

徒指導の配慮に関しては十分指導してまいりたいと考えているところでございます。以上

であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 通告に従いまして質問いたします。まず予算書 167 ページ、学校図書館の活用事業につ

いてお伺いいたします。市内の小学校、中学校の学校図書館の蔵書数は全国平均よりも多

いと承知しておりますけれども、その一方で、学校図書センター活動報告、2014 年、平成

26 年度の活動報告によりますと、出版が 10 年以上前の本が小学校平均で 79％、中学校の

平均で 73％、全体で 77％ということで、非常に古い本が多いわけです。これでは子どもた

ちはなかなか読まないのではないかと思います。蔵書の数だけあればいいということでは
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なくて、この前、図書館長とも意見交換をさせていただきましたけれども、本当に蔵書数

で文科省が言ってくるのが、問題もあるというお話もされていましたけれども、市もこの

蔵書数を下回ったとしても思い切って更新に力を入れるような政策変更というのが必要で

はないでしょうか。それと学校図書館関係の地方財政措置ということで、平成 29年度から

5年間新たな政策に基づく措置が国でもされておりますけれども、そういった中で、やはり

蔵書を増やすこと、更新を増やすこと、そして例えば新聞等についても、学校の新聞購読

が増えるようにという指導を国としても行われているようでありますけれども、現在、小

学校は例えば何とか小学生新聞だとか、中学校は普通の新聞のようですけれども、私が調

べた限りでは、新聞は小学校が 1 校 1 新聞、それから中学校も 1 校 1 新聞となっているよ

うですけれども、これは国の指導ではもう中学校は 2 新聞にするように、そういう予算措

置をするから新聞購読を増やすことになっていますけれども、現在この点がどうなってい

るのかお伺いします。 

それから予算書 187 ページの図書館運営事業についてですけれども、図書館サービスの

中の需要費というのはほとんどが図書購入だと思いますけれども、この需用費の図書購入

費を減らし続けているんですよね。平成 30度は 1,779万 8千円ですか、平成 27年度が 1,825

万 2千円から 28年 1,815万 2千円、だんだん減らし続けているこの理由はなぜなのか、お

伺いします。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 お答え申し上げます。更新に力を入れるべきではないかということで、平成26年度は 77％、

平成 28年度は 76％という状況でございます。板垣委員もご存知かと思いますけれども、出

版年が 10年以上経過した図書にも大切な図書があることはご理解いただいているとは思い

ますけれども、学校図書館におきましては今現在、刊行後、時間の経過と共に内容が誤っ

た情報を記載しているものが明白になった図書ですとか、汚損や破損をしているものがあ

りましたら、計画的に更新を行っている状況でございますし、また図書館本館の中にござ

います学校図書センターにおいても、そのような内容を学校と協議する中で指導をさせて

いただいたり、こちらでも支援させていただいているところでございます。また新聞でご

ざいますけれども、中学校はすべての学校で新聞を 2 紙とっております。こちらの報告書

も見ていただいたかと思うのですが、小学校は小学生新聞等を講読するようにしていると

ころです。 

次に図書館サービス提供事業で毎年需要費がということでございますが、図書館は平成

30年度で開館 20周年迎えることになりました。図書館では特に調べもののための基本図書

等が蔵書されておりますけれども、近年は開館当初とは必要とする図書も変化していると
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ころでございます。それで現状の予算額となっているところであります。以上でございま

す。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 その予算を減らし続けていっていいというお考えなのでしょうか。ちょっとその辺がわ

かりません。決して市民の図書館利用が減っているという、あるいは図書を借りて読もう

というご要望が決して減っている状況ではないと思います。ですから改めてこの必要性を

見直していただきたいと思いますし、それからこの図書購入費は図書館の活動報告と若干

計上数値が違うのですが、この辺は同じ需用費なら需用費ということで、どの報告を見て

も統一されているように整合性を図ってもらいたいと思います。 

それから新聞についてですが、陽香分校などもきちんと新聞購読されているのかどうか

についてお伺いいたします。それから子ども 1 人あたりの学校図書配分費用についてお伺

いしたいのですが、2016年度の学校図書センターの報告では、小学校では 257万 3千円で、

これを小学生 1 人あたりに換算しますと 834 円ぐらいになるかと思います。中学校では 1

人あたりに換算すると 1,320 円となるのですが、他のところはどうかと見ますと、例えば

石川県などでは目標値は小学校で 1 人あたり 1,200 円、中学校では 2 千円、そういう予算

を付けています。金沢市の実績では小学校が 2,027 円、うちのおよそ 3 倍近くですよね。

中学校では 2,597 円、当市の約倍近くというように手厚い配布費用を計上しているわけで

すけれども、その辺の全国レベルと見て、この図書配分費用はやはり少なすぎるのではな

いかと思いますが、見解をお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 お答え申し上げます。まず 1 点目の図書館サービス提供事業の私どもの図書費というこ

とでございますが、決して減っているからといってということではございませんで、大切

なことは、市民の皆様の読書環境の充実に向けて必要なときに必要な図書購入ができるよ

う、また毎年安定した図書の購入ができるように予算を確保してということが大切だと思

っておりますので、市民の皆さんにサービスの低下にならないように予算の確保に取り組

んでまいりたいと思っております。 

また学校での図書費の関係でございますけれども、1人あたり、本市におきましては過去

3年間の平均で、小学校では 1,332円、中学校では 2,084円という状況になっておりますの
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で、今後も先ほどと同様、公共図書館と同様、子どもたちが必要なときに必要な本が読め

るよう、また安定して図書が購入していけるように財源の確保に努めてまいりたいと考え

ております。また陽香分校の新聞購読につきましては、今手元に資料がないものですから、

後ほどご報告させていただきたいと思います。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 図書館の費用は十分な措置が行われるようにしていただきたいと思います。 

もう 1 つ学校図書館活用事業での問題を指摘したいと思いますけれども、先ほど山本委

員からもありましたけれども、大曲地区をモデルとしたまちなか司書の配置事業、これは

素晴らしい事業だと思いますけれども、学校司書の配置については増員のテンポが遅いの

ではないかと思います。文科省の 2016年度調査では、学校司書の配置割合は小学校で 59.3％、

2014年度と比べても 4ポイント増えているのですが、中学校では 57.3％という状況になっ

ています。文科省もこの参考として学校図書館法を引用しているのですが、この図書館法

第 6 条で、学校図書館の一層の促進のために学校司書を置くように努めなければならない

としているわけですけれども、以前私がこの問題で質問をしたときの答弁としては、この

学校図書館法は議員立法でできたもので、努力義務をうたわれているものであって、文科

省も積極的に取り組んでいる状況でもないからあまり重視しないという旨の答弁だったと

思うのですが、違いますかね。とにかく法は法であり、文科省も積極的に取り組むように

ということで、先ほど紹介した地方財政措置についてもこの点に触れているわけですよ。

この全国平均あるいは文科省の基準に照らした当市の司書配置率、同じ文科省基準で見た

場合の、当市、中学校で 3 人でしたっけ、小学校は配置されていないと思いますけれど、

当市の配置率はどうなのか。あるいは今後の増員計画についてお伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 今いただきました学校司書の関係でございますけれども、先ほどありましたとおり、決

して軽視しているわけではございませんで、私どもとしても、今必要な部分に必要なとこ

ろを配置するという形で計画的に進めさせていていただいているところでございます。そ

の中で今回モデル事業ではございますけれども、小学校にということでございます。先ほ

ど山本委員からもご質問いただいたとおりになりますけれども、今後他の学校にどう展開

していくかにつきましては、まず大曲でこの内容を進めさせていただいて、その内容を十
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分に検証させていただいてということございます。また文部科学省で、先ほど言いました

とおり、法的な部分での内容での設置について規則がまた変わった場合については、その

内容についても検討していく必要があると考えているところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 大変失礼いたしました。今現在、先ほど言いましたとおり、中学校につきましては 3 人

ですので 50％、小学校につきましてまだ新年度から配置となりますので、ないという状態

でございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 それでは 2 点について質問させていただきます。はじめにきたひろしま 30ｋｍロードレ

ース連携事業、予算書 191ページ、資料 24ページです。こちらの事業は北海道日本ハムフ

ァイターズとのパートナー協定の締結により連携して行われることになっていますが、昨

年度と予算額が変わっていないのですが、問題はないのかお伺いいたします。 

次にスポーツ振興計画策定事業、予算書 191ページ、附属資料 24ページ。こちらの予算

額 77万 2千円の具体的内容と計画策定までのスケジュールについてお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 30ｋｍロードレース並びにスポーツ振興計画の策定についてご答弁させていただきます。

きたひろしま 30ｋｍロードレースについてでございますが、本年のきたひろしま 30ｋｍロ

ードレースは実行委員会の主催によりまして、6月24日に開催することとなっております。

ご質問にありましたとおり、本年度は北海道日本ハムファイターズとのパートナー協定に

基づくコラボレーション事業として実施されるところでありまして、先日、3月 9日プレス

リリースされたところでございます。大会の運営経費につきましては参加者からの参加料

をもって開催されることとなっておりますが、市として予算計上いたしますのは、選手そ

れから観戦者、こういった方々の安全対策について支援しているところでありまして、例

年同様の額となっております。 
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スポーツ振興計画の策定についてでございますが、スポーツ振興計画は次期の市の長期

総合計画、これの整合性を図りながら、33 年度のスタートを考えているところでございま

して、スポーツに特化した計画でございます。本年につきましては市民の 18歳以上を対象

とした無作為抽出の 1000名による意識調査を実施しておりまして、現在分析作業をしてい

るところであり、間もなくその結果が出るところでございます。30 年度は小中学生を対象

とした意識調査、それから関係団体や協議団体を中心に市民意見交換会を実施する予定と

しているところでございます。そういった内容を、基礎データをしっかりと収集する年に

してまいりたいと考えております。その後は策定委員会を設置しまして、32 年度に完成す

る予定としているところであります。以上です。 

 

尾崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 ロードレースですけれども、3月 9日にリリースされたとのことですが、具体的な事業内

容についてお聞かせください。また、これまで 30ｋｍロードレースは毎年大体 1,200 人く

らいの参加者がいたのかなと思うのですが、連携されること、事業が増えることによって、

どのくらい参加人数が増えると想定されるのかお伺いします。 

それから振興計画ですけれども、この 3 月にボールパークの誘致について結果が出ると

思うのですが、誘致が実現した場合、計画策定にどのような影響があるのかお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 まず 30ｋｍロードレースのパートナー協定による取り組みの具体的な内容ということに

なりますけども、北海道日本ハムファイターズとのパートナー協定に基づくコラボレーシ

ョンとしましては、通常の部門のほかにファイターズラン部門、いわゆるファイターズの

ファンによるラン部門を定員 300 名で新設することにしております。参加料 4 千円で、北

海道スカイブルーの限定ユニフォームが参加賞として配布されることになっております。

それから参加者全員を対象とした抽選会にはファイターズグッズを提供していただいてい

るところであります。さらに正午からファイターズとのコラボ企画によりまして、午後 1

時試合開始のファイターズ対楽天ゴールデンイーグルスの試合を大型ビジョンによるライ

ブ実況、ゲスト解説付きのパブリックビューイングを実施することとしております。私ど

もとしてはこれらを通して、相乗効果として参加ランナーの増加や、ファイターズファン

の方の多くの来場を通して、北広島の魅力発信など、賑わいのある大会になるものと期待
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しているところでございます。参加人数につきましては、今、滝委員のお話にもありまし

たとおり、昨年でいきますと 1,200人ではございましたが、ファイターズランの定員が 300

人でありますので、例年ベースで行くと 1,500人、それから相乗効果含めますと大体 1,600

人ぐらいではないかと想定しているところであります。過去 1,800 人で開催した経緯もご

ざいますので、そういったときのノウハウを生かしながら対応してまいりたいと考えてお

ります。 

続きましてスポーツ振興計画、ボールパーク誘致の影響があるかどうかに関しましては、

現在ボールパーク誘致は大詰めを迎えていると思いますが、スポーツ環境も確かに誘致が

決まった際には変化する可能性もあります。計画策定にも少なからず影響が出てくること

もあろうかと考えておりますが、先ほども申し上げましたとおり、32 年度に完成するスケ

ジュールで組んでおります。多くの市民の方のご意見を伺いながら、計画の策定を進めて

まいりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 1,600人くらいを想定されるということで、人数が増えていきそうですが、パブリックビ

ューイングをやるということでしたが、場所についてわかれば教えてください。また人数

が増えることで安全面の対策をしっかりとっていただきたいということと、このパートナ

ー協定は一応 1 年ということですので、また継続されるように、しっかり安全対策をとっ

ていただけたらと思います。 

それから振興計画ですけれども、ホールパークの誘致が決まった場合、特にハード面に

ついてはスポーツ環境は大きく変わって、計画にもかなり影響が出ると想定しています。

この計画について私も 5 年ほど前からしつこく提案させていただいたのですが、やっと実

現に向かっているという意味でとても楽しみにしているのですが、この計画、子どもから

お年寄りまでだけでなく、障がい者スポーツ、そしてトップアスリート、さらには指導員

や審判員ですか、本当に幅広く市民の関心とか適性に応じてスポーツに参加できるための

計画だと思います。そういった市民の声を大きく取り込んでもらって、委託会社が入ると

思うのですが、委託会社に丸投げすることなく、北広島の特性に合ったオリジナルのもの

で是非計画策定を進めていただきたいと要望して終わります。パブリックビューイングだ

けお願いします。 

 

尾崎委員長 

 吉田社会教育課長。 
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吉田社会教育課長 

 パブリックビューイングの会場はマラソン大会の会場周辺ということで、特定する場所

については日本ハムファイターズとも協議をしているところであります。参加者が当然見

に行きやすい場所になると考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

私は 3 つの事業について質問させていただきます。まず予算書 165 ページ、附属資料 14

ページです。学校ＩＣＴ環境整備事業についてお聞きいたします。こちらは学力向上、そ

して校務処理の効率化を図るために整備は必ず必要だと思います。その上でお尋ねいたし

ます。このインターネット、色々とスマホとか、一方では子どもたちに及ぼす弊害も社会

的な問題とされております。そこで質問いたします。当市のインターネット弊害の認識と、

これまで実施した講演会などをお示しください。それから保護者の方などから学校に対し

てインターネットと子どものかかわりについての相談などがありましたら、事例をお示し

ください。 

次は先ほど島崎委員も質問されておりましたけれども、予算書 177 ページ、附属資料 16

ページの部活動指導員制度運用事業についてでございます。先ほどの質問で大分理解でき

ましたけれども、広報の部活動指導員の対象、過去に中学校の体育系や文科系活動の指導

経験があり専門的な指導ができる人とありまして、業務内容が実技指導、学校外での活動、

大会、練習試合などの引率、用具、施設の点検管理、年間月間指導計画の作成などと非常

にたくさん盛り込まれております。報酬を見ましたら時給 1,100 円とございましたけれど

も、この 1,100円はどのような根拠で出たのかと。それから先ほどもありましたけれども、

採用期間が 7 月 1 日から 31 年 3 月 31 日とこの広報では予定とされておりますけれども、

一生懸命部活動にその方の有能な能力を発揮して、そして子どもたちとの信頼関係を結ぶ

には少なくても部活動が始まる時期から働けるような環境が必要だと思いますが、これに

ついて質問いたします。 

3 番目ですけれども、旧島松駅逓所大規模改修事業です。予算書 183 ページ、附属資料

22 ページです。1 千万円の予算が組まれております。具体的にどのような改修内容、そし

て計画についてお聞きいたします。30 年度に作成する保存活用計画の内容、そして今後の

事業予定と併せてお聞きいたします。以上です。 

 

尾崎委員長 

 佐藤教育部次長。 

 



H30.3.12【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

34 

 

佐藤教育部次長 

 稲田委員のご質問にお答えいたします。インターネットが子どもたちに及ぼす弊害とい

うことですが、電子メディアの低年齢化や長時間の接触、不適切な利用等により、ネット

依存や生活習慣の乱れなど、子どもたちの生活に与える影響について危惧されているとこ

ろであります。市内の小中学校におきましては、保護者や教職員など子どもの成長に直接

かかわりのある大人が電子メディアの影響、スマホ社会における子育ての大切さについて

理解を深めて、それぞれの立場で子どもたちの望ましい生活習慣等の育成に役立てること

を目的とした取り組みを行っております。保護者向けの講演会ではありませんが、児童・

生徒も含めて講師を招いて授業を行ったり、また子どもたちが中心となって議論をしたり、

子どもたちに考えさせる指導などもしております。また保護者からのインターネットの相

談については、各校で個々、随時行っているところですが、その詳細 1 つ 1 つについては

こちらでは把握しておりませんが、例えば携帯を持たせる時期ですとか使用時間とかそう

いう規定にかかわる相談が多いと認識しております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。部活動指導員についてでございますけれども、部活動指導員の報酬

でございます 1,100 円の根拠でございますが、教育委員会の学校支援地域本部事業の授業

補助員等の報酬等を参考に積算をしているところでございます。なお派遣の期間について、

広報等で掲載しておりました 7 月から翌年 3 月までについてでございますけれども、部活

動指導員の任用については先ほど山本委員や島崎委員への答弁でも同様のことをお答えし

たのですが、まずは派遣による成果と課題を十分に分析することが市教委としても大切だ

と考えております。こういった成果と課題を分析するためには、今年度 7 月の派遣から、

体育系であれば翌年の中体連大会の時期である 6 月から 8 月までのおよそ 1 年間の部活動

指導体制を検証する必要があると考えておりますので、まずは配置から 1 年間の成果と課

題を踏まえて検証していきたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 小島エコミュージアムセンター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 稲田委員のご質問にお答え申し上げます。旧島松駅逓所大規模改修事業でございます。

史跡の範囲 4,180 ㎡におきまして、駅逓の建物をはじめ蓮池、見本田、石碑、植栽、園路

などを含めた史跡内の施設を対象としまして、前回の保存修理工事、これは昭和 59年の国
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指定後、平成 2 年度まで実施したものでございますが、前回の工事以降の損耗について改

修しますとともに、地震に対する備えとして一定の診断を行って対処方法を検討するもの

であります。平成 30年度は史跡旧島松駅逓所の保存活用計画を策定しまして、次年度から

の補助金を申請する際の資料とすることを考えております。計画の内容としましては、史

跡を長く保存しながら活用もしていくための方策について検討し、整理したものになると

考えているところであります。今後の予定でございますが、平成 30年度に保存活用計画と

補助申請、31 年度以降は順次整備基本計画や整備実施計画等の策定を経て、改修工事へと

進めてまいりたいと考えているところであります。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 ありがとうございます。それでは 1 番目の学校ＩＣＴ環境整備事業について再質問させ

ていただきます。先ほどの答弁で保護者に向けて特別ということはないとお答えをいただ

きましたけれども、講演会など。けれども情報社会の適応、処理能力の向上と並行して健

康や精神、そして人権に及ぶネット依存症だとか問題が出てきておりますけれども、子ど

もの教育だけでは決して私は効果が出ないのではないかと思います。取り扱いについても、

子どもたちは弊害を十分承知していても、わかっているけどやめられないという、ゲーム

機だとか色々と魅力があり、自己管理は難しいと思います。それでまた親の世代が情報モ

ラルを学習する場や機会がなかったために、保護者も情報モラルをしっかりと学ぶ場が必

要だと私は思います。それでこの間、子育て支援が主催しました講演会がありましたけれ

ども、その中で生まれ変わったらスマホになりたいという歌が流れました。これは子ども

たちに宿題を出したそうです。自分の願いという作文です。ママのスマホになりたいとい

う詩です。僕の願いはスマートフォンになることです。なぜなら僕のママとパパはスマー

トフォンがとても好きだから。ママとパパはスマートフォンばかり気にして、時々僕のこ

とを忘れてしまいます。僕のパパが仕事から疲れて帰ってきたとき、パパは僕ではなくス

マートフォンと時間を過ごします。ママとパパが大事な仕事をしていてスマートフォンが

鳴り出したら、1回鳴っただけですぐに電話に出ます。僕が泣いているときでさえそんなふ

うにはしてくれないのに。ママとパパは僕とではなくスマートフォンでゲームをして遊び

ます。スマートフォンで誰かと話しているとき、僕が何か伝えたいことがあっても僕の話

を聞いてはくれません。だから僕の願いはスマートフォンになることですという詩があり

ます。それで是非これから父母を対象に講演会やセミナーを開催していただきたいと思い

ますが、それについてはいかがでしょうか。 

 

尾崎委員長 
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 水口教育部長。 

 

水口教育部長 

 学校ＩＣＴ環境整備事業につきましては、児童・生徒が情報社会に主体的に対応できる

情報活用能力を身につけることを目的としまして、子どもたちの学習への興味、関心を高

め、わかりやすい事業に繋げることなどを目的に実施しているところでございます。学校

でのＩＣＴ活用による児童・生徒の健康面につきましては十分配慮してまいりたいと考え

ております。またその他の部分で、子どもたちに及ぼす弊害の部分につきましては、関係

部局だとか家庭教育だとかそういった部門で連携して行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 稲田委員 

  

稲田委員 

 これは要望ですけれども、今の学校ＩＣＴの問題ですが、同時進行とは言いませんけれ

ども、是非急いで保護者に対しての、それから地域の人も取り組んでやれるような講演会

など、情報処理、色々とその問題を啓発でき、そして理解を深めるような施策を考えてい

ただきたいと思います。 

 

尾崎委員長 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 0時 00分 

再 開  午後 0時 56分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 学校教育振興事業について伺います。予算書 165ページ、附属資料 14ページです。中学

校において、社会人としての自立意識を育てるインターンシップ事業として職業体験に取

り組まれていますが、事前にお伺いしたところ、本当にたくさんの市内外の事業所、企業

の皆さんにご協力いただいていることは理解いたしました。それで近年、最近の社会情勢

などから新たに参入いただいている企業、事業所がどのような先があるのかについてお伺
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いいたします。 

次に子どもの体力向上推進事業について伺います。予算書 169ページ、附属資料 15ペー

ジです。幼少期における体力や運動能力を育むため、学校授業に外部講師を派遣されてい

るとのことですが、取り組まれている具体的な内容についてお伺いします。 

次に特別支援教育就学奨励費援助事業です。予算書 171ページ、附属資料 15ページです。

通級指導教室に通う児童、これは小学生を対象に通学費の支援を行うとありますが、市内

各地域から、たしか 2 カ所に通学していると思います。こちらの地域別の児童数について

伺います。 

次にコミュニティ・スクール推進事業です。予算書 163ページ、附属資料 17ページです。

拡大広報の部分は午前中の質疑の中で理解いたしましたので取り下げます。前年度の資料

との比較で、国庫支出金の補助があったかと思うのですが、今年度それが、数字が入って

いない理由についてお伺います。 

高等学校入学準備金支給事業について伺います。予算書 167ページ、附属資料 17ページ

です。これは予算額が前年度から少し減額になっていることについて、子どもの人数が減

っていることが反映されているものなのか、他に何か要因があってのことなのか、それに

ついて伺います。 

要保護・準要保護児童援助事業、同じく要保護・準要保護生徒援助事業ということで、

いわゆる就学援助について伺います。予算書 171ページ、附属資料 19ページです。今年度

は新入学準備金の入学前支給ということで、予算の増があったことは理解しておりますが、

支給対象の児童・生徒数の見込みについて、今後少子化など、どのような傾向を踏まえて

の予算となっているのか、こちらについて伺います。1回目終わります。 

 

田辺副委員長 

 冨田小中一貫教育課長。 

 

冨田小中一貫教育課長 

 鶴谷委員のご質問にお答えいたします。コミュニティ・スクール推進事業についてであ

りますが、法改正により学校運営協議会が指定による任意設置から努力義務化されたこと

に伴い、平成 30年度から補助制度に変更がありまして、委員報償費等の学校運営協議会の

運営にかかる経費については補助対象外となりました。現在、国から示されております新

しい補助制度につきましては、市全域でコミュニティ・スクールの導入にかかる取り組み

をする際に、市教育委員会にＣＳディレクターを配置する場合の経費や、研修会を開催す

る場合の経費を対象としておりまして、新規設置があったとしても学校運営協議会の開催

経費に相当する部分については補助対象外となるものであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 
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 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。子どもの体力向上研究推進事業についてでございますが、運動能力

や生活習慣に関する取り組みにつきましては、各学校が組織的計画的に取り組み、記録の

掲示や個人カード、個人目標の設定、複数回のテスト実施など、各学校において工夫した

取り組みがなされているところでございます。 

続きまして特別支援教育就学奨励費援助事業についてでございますが、東部地区からは

現在のところ 31 名、西部地区は 10 名、大曲地区からは 17 名、西の里地区からは 16 名、

北広島団地地区からは 21名、合計で 95名となっております。以上でございます。 

 

 

田辺副委員長 

 水口教育部長。 

 

水口教育部長 

 学校教育振興補助金についてでございます。その中で行っております子どもインターン

シップ事業、職場体験の訪問先についてでございますけれども、訪問先は生徒の要望等か

ら学校と学校支援地域本部、これがコーディネートを行いまして、市内の各施設をはじめ

市外の施設、ほかにも福祉施設だとか製造業だとか小売業だとかサービス業、こういった

多岐にわたった職種の企業等々を調整しまして、訪問を実施しているところでございます。

今年度は市内 90 カ所、市外 29 カ所を訪問しております。今年度新しく訪問した先としま

しては、市内では病院が 1 件、市外では建設業者が 1 件、スポーツ用品の販売店が 1 件、

こういう状況になっております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 福田学校教育担当主査。 

 

福田学校教育担当主査 

 お答え申し上げます。高等学校等入学準備金支給事業についてですけれども、予算額に

ついてでありますが、過去 3 年間の支給件数につきまして、平成 27 年度が 92 件、平成 28

年度が 87件、平成 29年度が 94件でありまして、申請件数に大きな増減はなく推移してお

ります。ご質問にありましたように、近年の子どもの数の減少も関係しておりますが、こ

のような申請件数の実態に合わせた予算措置となっておりますので、昨年度よりも若干予

算額が減少しているところであります。 

続きまして要保護・準要保護児童・生徒援助事業についてですけれども、予算額につき
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ましては、支給する児童・生徒数の見込みにつきまして、来年度在籍予定の児童・生徒数

から過去 5 年間平均の認定率 23％をかけて支給見込みの人数を積算しております。事業費

の見込みにつきましては、各支給費目の単価と支給人数をかけたものを積み上げて予算と

しております。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 再質問いたします。まず学校教育振興事業について、中学校での職業体験ですね。こち

らは本当に有意義な取り組みがされていると、私も子育てしてきた中で感じてきた事業で

あります。それで派遣先、出向く先は生徒たちの希望をコーディネートして繋げていると

いうお答えでしたが、この本当にたくさんある事業所の中に、助産院や産科に関する医療

機関ですね、こちらの希望についてはこれまであったことはなかったのか。それとも不都

合な事情があったりしたことはなかったのかどうか、お伺いいたします。 

子どもの体力向上推進事業についてです。新年度は児童の運動能力や生活習慣に関する

検証を行うとありますが、こちらについてもう少し具体的にお伺いしたいと思います。 

特別支援教育就学奨励費の援助事業については、こちら学用品等の支援というのもあり

ますが、この予算は児童・生徒に 1 人あたりおよそいくらぐらい支給されているものなの

か、実費による支給なのかなどについてお伺いします。 

コミュニティ・スクール推進事業についてはご説明理解いたしました。 

高等学校入学準備金支給事業についてですが、この準備金支給事業の周知ですね、該当

になる生徒世帯の方が漏れなく支給を受けて進学の支度に充てていただきたいと思う事業

ですけれども、この周知をする際、合否結果が決まってからの申請になるタイトな日程で

手続きをされることになると思いますが、対象となる世帯がほぼ申請されているのかどう

か、その辺どのような認識をお持ちなのかお伺いします。 

就学援助の関係ですが、どのような傾向を踏まえてということでお伺いしたのですが、

児童・生徒数に対してどの程度の対象の方が利用されていて、その対象割合は近年減って

いるのか、たぶん減っているのではないかと思うのですが、どの程度の割合で推移されて

いるのか、ここのところについて伺います。それから就学援助の要保護は生活保護などの

世帯だと思うのですが、準要保護の対象となる世帯総収入の認定基準額ですね。この目安

はホームページから拝見しますと、当市の場合は約 394 万円となっているのですが、現在

の基準はいつ決められた数字なのかお伺いします。 

 

田辺副委員長 

 水口教育部長。 
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水口教育部長 

 私から学校教育振興補助金についてお答えをいたします。これまで生徒からの希望がど

ういう状況だったのかというのは今手元に資料がございません。特定の科目、産科等、指

定しての要望があったかどうかはわからない状況でございますけれども、市内の病院につ

きましては老人医療の病院が中心になっております。市外におきましては北海道大学や脳

神経外科など、こういうところにも今派遣を受け入れていただいているような状況でござ

います。受け入れの希望がございました場合には、受け入れの条件等、調整することがや

ぶさかではございませんので、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。まず子どもの体力向上推進研究推進事業についてでございますが、

先ほど申し上げました取り組みと合わせて、例年本市が参加しております全国体力・運動

能力運動習慣等調査におけます児童・生徒質問紙調査の結果分析等も反映して、検証して

いきたいと考えているところでございます。 

続きまして特別支援教育就学奨励費援助事業についてでございますが、通級指導教室に

通学する児童の通学費については実費を支給しているところでございまして、バスで通級

の場合と、自家用車で送迎している場合のそれぞれで基準に基づいた支給をしているとこ

ろでございます。 

続きまして高等学校等入学準備金支給事業についてでございます。高等学校等入学準備

金支給事業の周知についてでありますが、学校への申請案内の配布、広報及びホームペー

ジへの掲載を通じて周知しているところでございます。予算額に対して実績が少ないので

はないかというご質問でございますが、たしかに近年で見ますと 70％で推移している状況

ですが、市教委としても支給割合としては高いものとは思っておりませんので、平成 30年

度につきましては対象と思われる方々のうち未申請の方々への個別通知を行い、申請を勧

奨してまいりたいと考えております。 

続きまして要保護・準要保護児童・生徒援助事業についてでございます。近年の就学援

助の認定率でございますが、ここ過去 5年間の推移を見ますと、緩やかではございますが、

認定率自体は減少している傾向でございまして、29年度は今のところ 20％台で認定率が落

ちつくのではないかなと考えております。なお就学援助の認定基準でございますが、平成

25 年 4 月現在の生活保護基準を勘案し、本市は 1.3 倍という認定基準でございます。今後

につきましては、この 1.3 倍という基準を維持していくことを考えております。以上でご

ざいます。 
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尾崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 高等学校等入学準備金の支給事業についてですけれども、手続きをするための周知をす

る際、私も見たことがありますが、文書通知で各家庭に子ども経由で配られていると思い

ますが、この事業名ですね。進学応援事業などという前向きな事業名、オリジナルな事業

名を考えて発信してはどうかというのをお聞きしたいと思います。やはり中学 3 年生とも

なりますと、保護者に受け渡す際に、文面から支援するとか手当てするという意図が読み

取れるものだと思います。子ども心に自分は支援されるのか手当てされるのかと、子ども

が受け取る視点と言うのでしょうか、その文書を見てそういうところに少し配慮するのと、

配慮の一方で、やはり市として一般会計から支給するわけですから、子どもたちの将来を

応援する事業だよという前向きなものが発信されるお知らせで発信してはどうかという意

味なのですが、これについてはいかがでしょうか。伺います。 

それから就学援助については、管内の他の自治体を見ますと、準要保護の対象となる認

定基準は自治体それぞれ、まちの施策やお財布事情それぞれだと思うのですが、やはり本

市と同程度のところも、石狩管内を見ますと同程度のところもありますが、400万円台、440

万円台というところも中にはあります。新年度は子どもの貧困実態調査が実施されますが、

この調査結果には就学援助の認定基準のあり方についても考えることが必要になるのでは

ないかなと私は思いますが、こちらについての見解を伺います。 

 

田辺副委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。高等学校等入学準備金支給事業についてでございますが、事業名や

周知の方法等前向きな取り組みに関するご質問をいただきましたので、今のご質問を参考

にさせていただきたいと考えております。 

続きまして要保護・準要保護児童・生徒援助事業についてでございますけれども、就学

援助の認定基準については先ほどの答弁のとおり、現行の認定基準を維持していきたいと

考えているところでありますが、市の新規事業でございます子どもの貧困対策検討事業で、

今年度実施される子どもの貧困実態調査の結果も十分参考にさせていただきながら、今後

の動向については注視して考えていきたいと思います。以上でございます。 

 

田辺副委員長 
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 藤田委員。 

 

藤田委員 

 通告だけで 10項目あるのですが、ＤＡＩＳＹに関しては先ほど午前中も質問が出ました

のでこれはカットしますので、9項目簡潔にお聞きいたします。最初に教育委員会事務局報

酬、163 ページ。教育長の行政執行方針でもありました指導主事を活用したということで、

その効果、それから正職員の配置の必要性は現段階として教育委員会ではどう考えている

のかお聞きしたいと思います。 

2番目、エコミュージアム普及推進事業、181ページ。まちを好きになる大学校を卒業の

ＯＢの方々が 10期を迎えたと思うのですが、その方々の今後のさらなる活躍の場、それか

ら今後の養成についてどのような方向性を持っているのかお聞きをします。 

3点目、生涯学習振興会支援事業、183ページ。この生涯学習振興会は市内全域に生涯学

習振興会を作るとの計画で当初スタートしたと思いますが、今、団地以外はほぼでき上が

ってきたのかなということで、まず現状はどうなのか。それから各地域における事業の実

施において、まず十分な事業費で運営していただいていると見ているのかどうか、まず 1

回目お聞きしときたいと思います。 

続きまして芸文ホール運営委員会連携事業、185 ページ。芸文 20 周年の記念事業の中身

と進め方ですね、これに関して説明できる範囲でまず 1 点目、詳しくご説明をお願いしま

す。 

次に体育施設管理経費、193ページ。総合体育館、地区体育館でそれぞれ市民利用がされ

ていると思うのですが、先ほどもトレーニング機器に関しては島崎委員から質問がありま

したが、それとは別に市民利用の多い施設、部屋、こういったもので、なかなか混み合っ

て一般市民の方が簡単に利用できない施設が実態としてあるのかどうかお聞きします。 

次に 6 点目、給食費管理経費。総務省、文科省の通知で、これは規制緩和の 1 つであり

ますが、給食費のコンビニ納付ができるようになったということで、各市町村に通知が来

ていると思います。本市の新年度におけるこの通知に対する取り組み、基本的な考え方は

どうするのか、お聞きをしておきます。 

次、3つはページ数になかなか該当しないので、ページ数なしで聞きます。教育長の行政

執行方針にもありました大志学の指導計画の策定についてお聞きします。大志学の指導計

画の中身とスケジュールについて、まずは詳しくご説明を願いたいと思います。 

次にスクールサポートスタッフ配置事業。これは北海道が今、新年度予算編成をしてお

りますが、平成 30年度の北海道の新規事業の中にスクールサポートスタッフ配置事業が盛

り込まれました。これは先ほども出ましたが、中学校等々の先生の忙しさを少しでもカバ

ーする事務補助員がスクールサポートスタッフということでありますが、こういうものを

配置するのに道が補助金を出すよと、こういう制度であります。この制度が市町村に下り

てきた場合に、わが市として手を挙げるのかどうかお聞きします。 
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最後にプログラミング教育についてお聞きします。先日地元の新聞でも報道がありまし

た緑陽中で緑ヶ丘小の 6 年生がプログラミングを学習したと。このような報道記事が出て

おりました。新年度における本市のプログラミング教育は全市に広げていくのか、それと

も各中学校単位の取り組みにお任せをするのか、その件の基本的な見解をお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 佐藤教育部次長。 

 

佐藤教育部次長 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。指導主事の活用の効果ですが、今年度につきま

しては、私、教育部次長が兼任する統括指導主事 1 名のほか、非常勤の指導主事を学校教

育課に 2 名、小中一貫課に 1 名の計 4 名を配置しております。それぞれの専門性を生かし

て、学力、体力の向上、特別支援教育、小中一貫教育等に関する課題を中心に、各学校に

おける教育課程の編成、実施及び学校運営に関する指導助言を行うとともに、道教委、石

狩教育局とともに連携し、各種指定事業や研修事業等の推進を図ってきたところです。各

学校では教育活動の改善充実を図るため指導主事を活用し、教育委員会とともにより良い

学校づくりを考える取り組みが進んでいるものと考えており、現段階では指導主事、現在

の形で今後も進めていきたいと考えております。 

 

田辺副委員長 

 小島エコミュージアムセンター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。まちを好きになる市民大学は平成 21年度に開

学いたしまして、これまで 122 人の卒業生を輩出しております。卒業生のうち多数の方が

まちを好きになる市民大学ＯＢ会に入会しまして、日々研鑽を積まれているところであり

ます。ＯＢ会の皆さまにはエコミュージアムセンターの事業におきまして、バスツアーで

すとか自然観察などを開催するときのガイドをお願いしたり、学校の社会科見学で知新の

駅や旧島松駅逓所に学年単位で見学を受け入れる際には学芸員と分担をしたり、駅逓所に

おきましては学芸員と管理人と分担してガイドをお願いしたりしているところであります。

また日常的には知新の駅館内のガイドもお願いしております。今後の養成についてであり

ますけれども、市民の皆さんとともに作り上げるエコミュージアムにおいて、人づくりと

いうことは重要な要素であると考えております。エコミュージアムを支える人材を養成す

る 1つの形として市民大学を継続してきたところであります。平成 30年度は市民大学第 10

期生を迎える節目の年となりますことから、31 年度以降の市民大学のあり方ですとか、エ

コミュージアムにかかわる人づくりの方法などを検討する時期に来ているものと考えてい
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るところであります。以上です。 

 

田辺副委員長 

 山田社会教育担当主査。 

 

山田社会教育担当主査 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。生涯学習振興会につきましては現在、東部地区、

西部地区、大曲地区、西の里地区の 4 地区で設立されまして、地域住民の方々の運営によ

り市内の生涯学習の推進が進められているところであります。平成 28年度の実績となりま

すが、4地区の合計で年間 153事業、延べ 299回の実施となっており、参加者数は 4地区で

延べ約 1万人となっております。平成 29年度につきましては現在集計中ということでまと

まっておりませんが、概ね同じような数字になっているととらえております。この事業費

につきましては、これまで実施されている事業数などから必要額が確保されているものと

とらえております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 補足をさせていただきます。先ほど主査からもお答えしましたとおり、団地以外 4 地区

で生涯学習振興会が設立されているところであります。市の推進計画では、団地内での生

涯学習振興会の設立を目標としているところではございますが、計画当初の学習環境、そ

ういったものが大きく変わっていると現在とらえているところでございます。具体的には

団地住民センター、それから「いこ～よ」、「ともに」、「ふれて」、といった学習活動の場が

増加するとともに、それぞれに学びの機会が提供されているものととらえているところで

ございます。このことから団地内での生涯学習振興会の設立につきましては、当面は地域

の生涯学習活動環境についての現状を注視しながら、地域の皆さんの求めに応じた情報で

すとか、それから学習機会の提供とともに、状況の変化に応じて検討してまいりたいと考

えているところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

芸術文化ホールの 20周年記念事業についてお答え申し上げます。現在、事業企画を検討

しているところではありますが、企画の概要につきましては市内で活躍している高校生が
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プロのアーティストと同じステージで発表する機会を提供するとか、市内で芸術文化活動

を進められている方々の優れた作品を芸術文化ホールのギャラリーで展示して市民の皆さ

んに紹介するなど、これまで積み上げてきた日常の芸術文化活動の成果を発表する機会と

して、また市民の今後の芸術文化活動の励みとなるような企画で記念事業を展開してまい

りたいと考えているところでございます。その他、平成 30年度に開催するすべての事業の

ポスター、チラシに 20周年の表記を行い、芸術文化ホールが今後も市民の皆さんに親しん

でいただけるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 斉藤体育担当主査。 

 

斉藤体育担当主査 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。総合体育館及び地区体育館の専用利用の状況

ということでございますが、まず総合体育館につきまして、メインアリーナ 32％、サブア

リーナ 94％、武道場につきましても同様の 94％です。輪厚児童体育館につきましては、ア

リーナ 64％、プレイルーム 3％となっております。大曲ファミリー体育館につきましては、

アリーナ 80％、プレイルーム 2％となっております。西の里ファミリー体育館につきまし

ては、アリーナ 82％、プレイルーム 50％となっております。今申し上げました数値につき

ましてはあくまで専用利用となっておりますので、この数字以外は一般開放となっており

ます。市民の利用につきましては余力があるものと現段階では考えているところです。以

上でございます。 

 

田辺副委員長 

 鈴木学校給食センター長。 

 

鈴木学校給食センター長 

 給食費のコンビニ納付についてお答えいたします。給食費のコンビニ納付につきまして

は従前より可能であるという、従前からの方法でそのまま可能であるという通知でありま

した。当市におきましては今年度から公会計が始まったわけですが、スタート時点で徴収

は原則口座振替または児童手当からの天引きとして、周知し手続きをしているところです。

現時点ではコンビニへの委託徴収というのは考えていないのですが、これからその徴収の

利便性等につきましては注視してまいりたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 冨田小中一貫教育課長。 
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冨田小中一貫教育課長 

 私から大志学につきましてお答えいたします。直接予算を伴うものとはなっておりませ

んけれども、中学校区ごとにそれぞれ発達、発育段階に応じた 9 年間の大志学、キャリア

教育の全体計画を既に作成しておりまして、それに対応した各学年の年間指導計画をそれ

ぞれの小中学校で作成しているところでございます。内容につきましては、地域資源など

に応じて各学校で決めているものでありまして、総合的な学習時間などを使いまして、年

間でキャリア教育の指導を行っていくものです。内容の重複ですとか前後などがなくなり

まして、発達、発育段階に応じた体系的な指導が行えるものとなっていくものと考えてお

ります。以上であります。 

 

 

田辺副委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。スクールサポートスタッフ配置事業についてでございますが、平成

30 年度の北海道教育予算のうち学校における働き方改革推進事業の 1 つとして、教員が児

童・生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備して、児童・生徒と教員が向き合

う時間の確保など、働き方を改革するための予算として計上されているというところは承

知しておりますが、今のところ実施要項等の詳細が北海道教育委員会から通知されており

ませんので、まずは事業の詳細について実施要項等の通知があり次第、把握してまいりた

いと考えております。 

続きましてプログラミング教育についてでございます。緑陽中学校で緑ヶ丘小学校の児

童が体験したように、コンピューターに意図した処理を行うよう指示することができると

いうことを体験しながら、身近な生活でコンピューターが活用されていることや、問題の

解決には必要な手順があることに気付くなどのプログラミング的試行を身に着けることが

平成 32年度から完全実施される新学習指導要領に盛り込まれているところであります。本

市といたしましては、新学習指導要領の完全実施に向けた取り組みを平成 30 年度からの 2

年間の移行期にかけて全市的に推進してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問を順次させていただきます。まず指導主事に関してお聞きします。現在、次長 1

名の正職、非常勤 3 名の 4 名体制で、いわゆる教育効果、事業効果は上がっているという
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答弁だったと思うのですが、他市を見ますと、この指導主事を正職員で抱えているところ

も見受けられます。今後、現在の 3 名の非常勤を 1 人でも 2 人でも正職員に配置するよう

な考え方は持っているのかどうか確認しておきたいと思いますのでお答えください。 

それからエコミュージアムについて質問します。まちを好きになる大学校の卒業の方で、

エコミュージアムセンターでその後活動するという方、そういう方を小島エコミュージア

ムセンター長のところとしては何名ぐらい養成していきたいのか。それともう 1 つ、将来

を考えたときに色々な事業をやろうとすると、やはり任意団体よりはＮＰＯ法人というよ

うなきちんとした法人の性格を持っていた方がいいと思うのですが、今後ＮＰＯ法人等と

目指す方向で、担当課としては指導とか助言とかアドバイスするお考えがあるのかどうか。

また今後の見通しについてあればご説明を願いたいと思います。 

それから生涯学習振興会で今、課長から説明がありましたので、北広島団地においては

現状を見守るということで。ただ推進計画では市内各地に作るとあったので、それからい

くと推進計画を見直すのか見直さないのか、今後どうするのか、その辺の進め方について

ご説明を願います。 

芸文ホール運営委員会で、冠をつけて各種事業をやることでわかりました。それでは 20

周年で市民の方に是非来ていただきたい目玉となるような事業とかイベントがあれば披露

していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

次に体育施設管理経費。利用率、稼働率はわかりました。先ほど午前中の島崎委員の質

問とも少し重複しますが、総合体育館トレーニング室は利用率が高いということもあるの

で、器具もそうですけれども、利用者とあそこのトレーニング室の面積を見た場合にあの

広さで大丈夫なのか、もしくはもう少し拡張が必要なのかどうか、どう見ているのか見解

をお聞きしておきたいと思います。 

それから大志学の指導計画の策定 1 点。各小中学校のスタンダードの取り組みをやって

きたと思うのですが、大志学とスタンダードの位置付け、整合性はどうなっているのか、

もう少しわかりやすくご説明をお願いしたいと思います。 

スクールサポートスタッフについて 1 点。道から下りてきた事業を見て、わが市でもこ

れは利用した方がいいなとなった場合、確認の意味で、本市としてこの事業に手を挙げる

可能性があるのかどうかお聞きしておきたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 佐藤教育部次長。 

 

佐藤教育部次長 

 指導主事の件でお答えいたしますが、他市町村で私のように割愛している市もあります。

3名とか 2名割愛している市もありますし、全くそういうことをせずに非常勤で対応してい

る市町村もありますので、それについてはそれぞれの市町村の状況かと思われます。先ほ
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どもお話ししたように、現段階では取り組みも良好に進んでいると認識しておりますので、

現段階では今の形で進めていこうと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 冨田小中一貫教育課長。 

 

冨田小中一貫教育課長 

 スタンダードと大志学の関係につきましてお答えを申し上げます。スタンダードにつき

ましては子どもの学習、生活場面での到達目標といいますか、お約束という形になってお

りまして、これにつきましては大志学にとどまらず、各学習機会等を活用しまして、それ

ぞれの子どもに身に着けていただきたい力を示したものと考えております。 

 

田辺副委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 お答え申し上げます。目玉ということですが、私どもはすべて目玉と考えてはいるので

すが、あえてということでございましたら、先ほど言いましたとおり、交響楽団と高校生

の吹奏楽部の皆さんによります公演ですとか、市内で芸術文化活動をされている方々の作

品の展示ということになるかと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 私から生涯学習振興会支援事業、それと体育施設管理費のトレーニング室の関係につい

てお答えいたします。生涯学習振興会の支援事業につきましては、先ほども答弁しました

とおり、今のところは注視をしている状況になっております。推進計画上等の見直しにつ

きましては教育委員会の中で今後検討していきたいと思っております。 

続きましてトレーニング室に関してですが、午前中、島崎委員にご答弁したとおり、ト

レーニング室の利用は非常に高まっているところであります。具体的には昨年度実績でい

きますと 2 万 5,546 人、今年度については 1 月末現在で 2 万 2 千人を超えているところで

ありまして、前年度ベースでいきますと昨年度を上回るのではないかと予想されていると

ころであります。このトレーニング室の狭隘化につきましては、現在の状況からさらにス

ペースを拡大することは非常に難しい状況にありますが、トレーニング機器の効率的なよ

り良い配置というか、配置を変更するなど利用者の皆さんのスペースを拡大したりという
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ことで満足度を高めていきたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 小島エコミュージアムセンター長。 

 

小島エコミュージアムセンター長 

 藤田委員の再質問にお答え申し上げます。1つは人材の養成の関係でございます。何人ぐ

らい養成していこうとしているのかという目標数値についてでございます。私どもエコミ

ュージアムの市民大学をこれまで 9 年続けてまいりまして、その卒業生などにお願いする

ガイドの要員、そういった要員につきまして目標数値は実は持っていないところでありま

す。市民大学、平成 30 年度には 10 期生を迎えて色々な視点から見直しをかけていく年を

迎えますので、その中で合わせて何人くらい卒業生があり、例えば団体としてはＯＢ会に

何人ぐらいいる状況が望ましいのか、そういったことも含めて検討していきたいと考えて

おります。次に例えばというお話で、任意団体、ＮＰＯ法人などを目指す方向はどうなの

か、見通しはあるかというご質問だったと思います。現在、私どもが具体化を進めていま

すエコミュージアム構想がございます。こちらは平成 21年度末に策定したものでございま

すが、その中には将来の形として、推進方針として、エコミュージアムの運営団体として

ＮＰＯも想定した表記はございます。ただ構想ができ、そしてソフト事業を進め、市民大

学をはじめて運営して、一方で知新の駅を開設し、そちらを軌道に乗せてきたという経過

の中で、なかなか順調に進んでいない部分もございます。今後エコミュージアム推進委員

会から代わったエコミュージアム会議を運営したり、そこで協議をしたり、また繰り返し

なりますが、市民大学の運営を継続するそういった中で、今後の形についてさらに検討を

継続していきたいと考えているところです。以上です。 

 

田辺副委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 お答えいたします。スクールサポートスタッフ配置事業の主な業務としては、学習プリ

ント等の印刷など教員に代わって行うことがあげられていると思います。このような指定

事業については、負担軽減の成果目標と効果の検証が必ず求められるのではないかと考え

ております。なお現在市内には小中学校の学校事務補助員という人材がおりまして、学習

プリント等の印刷も先生に代わって行うという人材が配置されております。そのような既

に配置されている人材との業務の関連性等も整理をしながら、補助の可能性については検

証していく必要があるかと考えております。以上でございます。 
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田辺副委員長 

 以上で教育費の質疑の終了いたします。 

以上を持ちまして、一般会計すべての質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 1時 42分 

再 開  午後 1時 45分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に国民健康保険事業特別会計予算の質疑を行います。山本委員。 

 

山本委員 

私から国保会計の歳入、予算書の 9 ページについてお伺いしたいと思います。これにつ

いては民生常任委員会でも条例検討の中で質問させていただきましたけれども、改めて予

算特別委員会の中でも質問させていただきますけれども、保険税の収入における法定外一

般会計の繰入金、特に国保税軽減対策としての繰入金の決算額と今年度予算額の推移につ

いてお伺いしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 山本委員のご質問にお答えいたします。法定外一般会計繰入金の推移といたしましては、

民生常任委員会でもご説明いたしましたが、平成 27年度決算額で 1億 4,008万円、平成 28

年度決算額で 2,377万 6千円、平成 30年度予算額としましては 5,824万 5千円を計上して

いるところであります。平成 29年度は予算額で 1億 2,149万 3千円という形になっており

ます。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 今のご答弁ですと、平成 30年度の歳入において 5,824万円の一般会計繰入金を計上して

いるということですけれども、これは国保税の軽減対策としての計上なのでしょうか。改

めてお聞きします。 
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田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 お答えいたします。平成 30年度予算の 5,824万 5千円の内訳といたしましては、地方単

独事業の減額分といたしまして 948万 7千円、保健事業分につきましては 3,875万 8千円、

予備費的として 1千万円、合計いたしますと 5,824万 5千円という内訳になっております。

以上であります。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私が聞いたのはこの実績もそうですけれども、国保税の軽減対策として、一般財源から

の法定繰入れをどれぐらい入れているのかをお聞きしたのですが、今の答えですとそうい

う回答になっていないようですけれども、もう一度確認したいと思います。 

 

田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 軽減対策につきましては、法定内の保険基盤安定制度がございます。法定外につきまし

ては、保険税減免に対する部分であったり、医療費の地方単独事業における波及増に伴う

減額であったり、保険事業といった決められた部分以外については、財政措置はしていな

いところであります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 まず 11ページの一般被保険者国保税の滞納分収入についてお伺いいたしますが、医療分

で 3,735 万 3 千円収入を見込んでおりますけれども、前年は 4,305 万 4 千円だったと思い

ますが、滞納分の収入が減少している理由をお聞かせください。それから一般会計繰り入

れについては山本委員からも質問ありましたけれども、これは質疑がありますので留保し

たいと思います。 
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また道支出金ですね、11ページの道支出金、46億 7,894万 8千円となっておりますけれ

ども、この中で保険者努力支援交付分 2,389万 7千円、あるいは特別調整交付金 1,245万 2

千円、これはどのようにして算出され、どういった支出に充てられるのか、お伺いいたし

ます。 

それから予算書 16ページの国保事業費納付金についてですけれども、15億 6,639万 9千

円計上されておりますが、12月の議会での説明では 15億 6,074万 2千円ということで、565

万 7 千円増額になっているかと思うのですが、この理由についてお伺いいたします。以上

です。 

 

 

田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 板垣委員のご質問にお答えいたします。1点目の国保税の滞納繰越分収入の減少について

は、滞納繰越分及び現年度分の収納率が上昇したことによって、収入未済見込み額が減少

したことにより、平成 30年度の滞納繰越分調定額が下がったことで、翌年度の収入額が減

ったものであります。 

続きまして道支出金の保険者努力支援分と特別調整交付金分の積算部分と用途でありま

すが、積算部分につきましては、保険者努力支援分、特別調整交付金分、いわゆる保健事

業は実績による点数が示されており、その点数によって金額を査定されているところであ

ります。用途につきましては、保険者が行う医療費適正化や収納向上対策に関する取り組

みに対するインセンティブを付与する目的で交付されているものでありますが、国民健康

保険事業費納付金の財源に充てさせていただいているところであります。また特別調整交

付金につきましては、特別な事情を考慮して交付されるものであり、事業に伴う交付分に

ついては事業の経費に充てさせていただきますが、そのほかについては国民健康保険事業

費納付金の財源としているところであります。それと国民健康保険事業費納付金の算出に

つきましては、北海道が算定し、その示された金額が納付金として市が納める形になりま

す。本市については、道の激変緩和を受けており 2％を超える分については財源措置されて

おります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 まず滞納分についてですけれども減ってきたと。たしかに減ってきてはいるのですが、



H30.3.12【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

53 

 

2014年度は収入未済が 5億 3,700万円、2015年度は 4億 1,200万円、そして 2016年度は 3

億 4 千万円、2017 年度の見込みがどうかはわかりませんけれども、でも減ったとしても、

おそらく 2 億円から 3 億円は収入未済があるのではないかと思いますが、それに対しての

納付はせいぜい 20％止まりということでの見込みなのか、もう 1度お聞かせください。 

それから事業費納付金についてですけれども、この 15 億 6,600 万円、これは 100％おそ

らく支払わなければならない金額だと思うのですが、どうなのでしょうか。この支払いは

どういう形で行われるのか。一括なのか分割なのか。支払いに対してその保険税の徴収が

不足する場合、どのような会計処理になるのでしょうか。お伺いします。 

 

田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 質問にお答えいたします。1 点目の収納率の部分につきましては、過去の実績収納率

19.49％を算出しております。 

続きまして、納付金の示された金額については 100％納める形で、納付方法につきまして

は 8月から 1月までの 6回は 15％ずつ、あと 2月、3月の 2回は 5％ずつお支払いする形に

なっております。保険税で不足が生じた場合につきましては、収納率の低下による収納不

足なのか、被保険者数の減少に伴う保険税の減少なのか、理由に伴って変わると思います

が、基本的には道では一般会計からの繰り入れをさせないよう道からの貸し付けを受け、

翌々年度、その貸し付けた部分について解消していく形になります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 支出、道への支払いに対して、徴収、収入がショートした場合には道の貸付金を受ける

ということですけれども、道から借入するよりもやはり一般会計からの繰り入れで補てん

するべきではないかと思いますけれども、これはまた留保させていただきます。当市の 2018

年度の国保事業運営方針で、2018年度収納率を現年度分 95.1％、そして滞納繰越分が 27.1％、

先ほど 19.49％とか言っていましたけれども、ちょっとそれは合わないのではないかなと思

いますが、運営方針では滞納繰越分 27.1％、そして全体で 81.06％としているのですが、

道や国の予測との比較においてはこれはどうなのでしょうか、妥当なのでしょうか。ある

いはこの収納率が低いからペナルティのようなものを科されるのか、その辺のところお伺

いします。 
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田辺副委員長 

渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 運営方針のパーセントにつきましては実績値になっております。予算上につきましては、

実質的に確実に入るであろう収納率ということで、当然、板垣委員がおっしゃるとおり、

方針と収納率の部分では異なっているところであります。道の収納率につきましては、実

績として市の収納率はきちんとクリアしているところであります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 1 点お伺いしたいと思います。今も議論になっておりましたけれども、国保の 19 ページ

の附属資料 2 ページですね。国保税収納率向上対策事業でございます。大変、国保税につ

いても滞納が今のご答弁の中でもかなり年間 1 億円ぐらいずつ低くなっているというのは

あるのですが、滞納対策の強化も行なってきていると思うのですが、どのようにこれまで

行って、そしてまた今後どのようにそれを強化していくおつもりなのか、その辺をお聞き

したいと思います。それとインターネット公売などの実施となってございますけれども、

これは物納なのか、それともこの間、差し押さえなどの強制執行の中で処分をするそうい

った中身もあるのかなと思いますけれども、そこら辺の実績というか実態をお聞きしたい

と思います。 

 

田辺副委員長 

 米川税務課長。 

 

米川税務課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。はじめに滞納対策についてでありますが、

保険税の歳入確保のために納税相談を行い、生活や財産の実態を聞き取り、担税力の有無

をまず確認します。その上で財産をお持ちでありながら納付されない方に対しましては、

税負担の公平性を確保するため滞納処分を実施しております。また相談の中で何らかの事

情で生活が困窮され、本税の減額や減免になる場合にあっては、速やかに賦課担当へ引き

継ぐほか、延納や分納、滞納処分の執行停止等の徴収緩和措置も実施しております。次に

インターネット公売の実施についてでありますが、滞納処分により差し押さえました債権、

不動産、動産のうち、これまでに動産をインターネット公売にして換価しております。今

年度は 2 回実施ており、1 回目の状況としましては動産 10 品、これで 8 万 9,350 円の落札
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となりました。それから 2回目につきましては動産 16品を付しておりますが、先週末に終

了したため現在集計中でございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 大変ご努力されているのはわかるのですが、きちんとした財産の、そのなんでしょうか、

状況の把握などもあるのですが、やはり滞納者の皆さんは何らかの形でそういったことに

なって、なんて言うのでしょうか、滞納せざるを得ないような環境があると思います。十

分な理解の中でご協力をいただくこともあろうかと思いますけれども、例えば全額という

よりも、滞納の仕方はたぶん現年度を最優先で取るのだろうと思いますけれども、過年度

分についてもやはりなんて言うんでしょうか、収納計画とかそういったものが、例えば状

況的には月 1,000 円しか払えないけれどいいかいとかいうように言われた場合のその対応

の、何て言うのですか、フレシキブルさというのか、色々なケースを想定しながら、0では

なく 10でも 100でも収納されるという対応をしていくと思っているのですが、そこら辺の

やっぱりなんていうの、十分な理解と説明と、相手に対して強制執行されたというような

感情論が残らないような対応もまた必要なのかなと思いますけれど、そこら辺の考え方に

ついてお聞きしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 米川税務課長。 

 

米川税務課長 

 ただいまのご質問にお答え申し上げます。税の徴収事務は民間の債権徴収とは異なりま

して、まず一定の配慮が必要だと考えております。貸付金業者の取り立てとは違い、債権

を回収すればよいということではなく、納税者の生活の継続を前提とした上で対応してい

くのは不可欠だろうと、そこは考えております。従いまして私どもがアクションをとった

が故に、納税者の方の生活をおとしめるようなことがあってはならないと、そこだけは欠

かしてはいけないと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 簡潔に 2 点ほどお聞きします。特定健診・特定保健指導事業、25 ページ。データヘルス
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計画、それから特定健康審査等実施計画の効果と新年度の目標人数、それから重症化予防

の対策、具体的に説明をお願いします。 

2 点目、医療費適正化対策事業、27 ページ。ジェネリック薬品の利用促進のＰＲを新年

度はどのように進めていこうとしているのか。もし現段階でのジェネリックの効果を担当

課でどのように押さえているのかがあれば、またご説明願いたいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 影久特定健診・介護予防担当主査。 

 

影久特定健診・介護予防担当主査 

 お答え申し上げます。データヘルス計画及び特定健診等実施計画の効果としましては、

平成 28年度の実績によりますと、特定健康診査受診率が 38.5％と過去最高となり、特定保

健指導実施率も 59.5％と、国の目標 60％にほぼ達している状況です。また平成 26 年度と

28 年度を比較しますと、医療費が高額となったり、長期入院となりやすい脳血管疾患、虚

血性心疾患、糖尿病性腎症の患者数の減少が見られ、医療費も減少していることから、保

健指導や予防活動の効果が現れた 1 つの要因と推察しています。新年度は特定検診受診率

42％、4,500人の受診を目標としております。重症化予防の取り組みとしましては、糖尿病

性腎症重症化予防としまして、糖尿病を治療していない人、治療を中断した人、糖尿病性

腎症を発症している人、約 120 人に受診勧奨や保健指導を実施して人工透析の導入を予防

してまいりたいと考えております。さらに脳血管疾患、心臓病などを予防するために、そ

の危険因子となりますメタボリックシンドロームや高血圧等が悪化しないように保健指導

を実施してまいりたいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。ジェネリック医薬品の利用促進のＰＲについて

でありますが、被保険者にジェネリック医薬品が低価格であることを知ってもらい、より

一層の利用促進を図るため、レセプトデータを活用し、先発医薬品からジェネリック医薬

品に切り替えた場合の自己負担額の差額をお知らせするジェネリック医薬品利用促進のお

知らせを削減効果の大きい方から今年も 500 名に年 4 回送付する予定で、効果としまして

は、今年度は年間医療費として約 400 万円の削減効果があったものと報告を受けておりま

す。また保険証の一斉更新時にすべての世帯にジェネリック医薬品の希望シールを同封す

るなど利用促進の活動を通じて周知、啓発に努めてまいりたいと考えております。以上で

あります。 
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田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは再質問します。重症化予防で 1 点だけお聞きします。今年度、重症化予防の対

象者の中で人工透析に至った人はいたのかどうか。いたなら何人いたのか、お聞きしたい

と思います。 

2点目、ジェネリックで 1点お聞きします。毎年保険証の更新のときに、尾崎健康推進課

長が説明したとおり、ジェネリックのシールをはってくださいということで、私もはって

使っていますが、この貼っている割合は押さえているのかどうか、そこだけお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 影久特定健診・介護予防担当主査。 

 

影久特定健診・介護予防担当主査 

 お答え申し上げます。これまでに糖尿病性腎症重症化予防事業に参加された方の中で透

析に至った方はおりません。以上です。 

 

田辺副委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 ご質問がありましたシールの貼っている割合につきましては、実質的な数字としては押

さえていない状況であります。以上であります。 

 

田辺副委員長 

 以上で国民健康保険事業特別会計予算の質疑を終了致します。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 2時 12分 

再 開  午後 2時 13分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に後期高齢者医療特別会計予算の質疑を行います。 
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後期高齢者医療特別会計予算への通告はありません。 

後期高齢者医療特別会計予算の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 2時 13分 

再 開  午後 2時 15分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に介護保険特別会計予算の質疑を行います。山本委員。 

 

山本委員 

私から 2点お伺います。1つは予算書 105ページ、附属資料 112ページの地域包括支援セ

ンター費についてです。この地域包括支援センターは介護事業の目玉として実施されてき

ているわけですけれども、来年度の予算につきましては 400 万円ほど減少しているわけで

すけれども、その内容と理由をお示していただきたいと思います。 

それから 2 つ目は同じく予算書 107 ページの包括支援事業費の中の任意事業費について

ですけれども、これも 200 万円ほど減額しているのですが、この減額の内容と理由をお示

しいただきたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 浜山高齢者相談担当主査。 

 

浜山高齢者相談担当主査 

 山本委員のご質問にお答えいたします。地域包括支援センター費の減額につきましては、

まず窓口相談を行う保健師の人件費を 30年度は他の介護予防の予算に組み替えております。

それともう 1 つ、今年度はデータバンクの初期設定の費用がありましたが、初期設定が終

了いたしましたので、平成 30年の予算からは削っております。以上でございます。 

 

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 

 私から任意事業の予算が減額になった主な理由について説明させていただきます。主な

理由が 3つございまして、まず 1点目が地域支え合いセンターの委託料の減額です。2点目

が権利擁護事業の成年後見センターの委託事業の減額です。それぞれ支え合いセンターが
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約 100万円、成年後見センターが約 50万円の減額となっています。減額の主な理由としま

しては、当初、昨年度の予算を策定した段階で、この 2 つの事業が消費税の課税対象とな

る事業ということで実施団体より報告を受け予算化したところ、その後、国税当局と実施

団体との協議の結果、非課税事業というお話を受けましたので、その整理をした結果この

減額となっております。最後に 3 点目としましては、29 年度で実施していたお試し在宅と

言われる在宅復帰支援事業、この事業が 30 年度から廃止されることによって約 50 万円の

減額となって、トータル 200万円の減額となっております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 地域包括支援センターは保健師の人件費とパソコンの予算の組み換え等で減ったという

ことですが、この地域包括支援センターの実施の状況としては来年度、今年度に比べてど

ういう内容の変化があるのでしょうか。 

それから 2 点目は、任意事業につきましても、29 年度に廃止された在宅の問題について

は、どういう形で今後対応していくのかということと、この任意事業の主な事業である家

族介護支援ですとか支え合い体制づくりですとか、権利擁護の問題なんかについて来年度

どういう形で事業を進めていくのか、お示しいただきたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 浜山高齢者相談担当主査。 

 

浜山高齢者相談担当主査 

 山本委員のご質問にお答えいたします。来年度、地域包括支援センターの人員の増減は

ございませんので、大きな金額の変更はない状況です。 

 

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 

 任意事業の今年度の状況について説明させていただきます。まず廃止となった在宅生活

復帰支援事業の経過をお話させていただきますと、平成 29年度に介護保険事業計画、高齢

者福祉計画の策定をする中で、専門の方々の委員の中で事業についての検討をさせていた

だいて、現在議論された経過としましては、この在宅復帰支援事業の利用者が少なかった

現状ですとか、どういったことで利用されないのかということの説明をして、それぞれの
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委員の意見を聞いて廃止という形で整理させていただきました。その際にそれぞれの専門

職ということで、委託業者である、高齢者支援センターの各担当主任ケアマネにこの事業

の実施と有効性について確認させていただいたところ、現状多くの方が病院もしくは特別

養護老人ホームなどの施設から在宅復帰を果たされているケースの、経験を積んできてお

ります。その関係でこの事業を使わなくても在宅生活にはスムーズに復帰できることをお

話をいただきましたので、それを基に廃止ということで検討を進めさせていただいた経過

がございます。それ以外の任意事業の家族支援事業ですとか、それらの諸々の事業につい

ては基本的には 29年度の事業を基に、それぞれ推計した数字を設計しながら予算も組んで

いますので、大きな事業の変更はないものとして予算を作成しております。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 地域包括支援センターの件ですけれども、人員の増減がないということですが、地域包

括支援センターの事業については事業内容がかなり色々期待されて、色々なことが含まれ

てきていると思うのですが、これまでの対応の状況というのか、人員が足りているのかど

うかという辺り、どうなのでしょう。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 お答え申し上げます。包括支援センターとは月 1 回定例会を設けて連絡を密にしている

ほか、予算要求等にあたっては各支援センターのヒアリングを行っておりまして、現在、

人員は足りていると把握しております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 お伺いします。予算書 100 ページと 101 ページ、介護予防・生活支援サービス事業につ

いてお伺いします。平成 29 年度からの事業ですけれども、平成 30 年度の附属資料に掲載

されていない理由をお伺いします。そして予算書を見ますと、平成 29 年度と比較して約

9,500万円が増額となっている理由についてお伺いしたいのと、全体的には増額になってい

るのですが、その中の高額介護予防サービス費相当事業が前年度 771 万 5 千円に対して 9
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万 6 千円とか、高額医療合算介護予防サービス費相当事業も今年度は 6 万円ということで

かなり下がっているのですが、その理由についてお伺いします。 

 

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。まず附属資料への記載がないことについてで

すが、要支援の方などが利用いたします訪問と通所のサービス、いわゆるヘルパーやデイ

サービスの利用ですが、これまで全国一律の介護保険の予防給付でされていたものが、市

町村独自の事業である地域支援事業に組み込まれ、北広島市におきましても 29年度から総

合事業という言い方をして実施しております。29 年度予算計上時におきましては、地域支

援事業が市独自の事業ということもありまして政策的な予算と考えて計上しておりました。

このため附属資料にも記載がございました。その後 29年度に実際に事業を進めていきまし

たところ、ほとんどが、私どもは相当サービスという呼び方をしておりますが、従前の予

防給付の訪問および通所とほぼ変わらない内容の事業がほとんどであったために、例えば

予算が不足したために給付を取りやめるですとかそういった内容にそぐわない事業でした

ので、30 年度以降は経常経費で計上しております。このため附属資料等への記載がござい

ません。次に前年度比の 9,500万円ですけれども、こちらは当該、訪問と通所のサービス、

総合事業に移行したのが平成 29 年 4 月ですが、4 月にすべての方が総合事業に移行したわ

けではなく、要支援の方の要介護認定の継続の期間が 1年ごとに更新となっておりますが、

更新をした方から順に予防給付のサービスから総合事業のサービスに移行することになり

ます。仮に毎月毎月均等に更新を迎えるとしますと、全体人数の 12分の 1ずつが総合事業

に移行することになりますので、年度末をもって全部が移行となります。ですから 29年度

に支出された金額が本来の金額の概ね半分となりますので、30 年度におきましては予定さ

れる人数すべての方が 12カ月間完全に総合事業に移行しますので、その分を計上しまして

ほぼ 2 倍、約 9,500 万円の増額となっております。最後に高額介護等高額医療合算の減額

についてですが、当初 29年度予算策定時に、それまで介護給付の中で賄われていた高額介

護サービスにつきまして、総合事業から支出されるものと引き続き介護給付から支出され

るものの比率というのの積算が難しくて、実際に見込まれる金額の 1割を総合事業側に、9

割を介護給付側で予算計上してございました。実際 29年度事業を進めてまいりますと、総

合事業から支出されるべき高額介護サービス費がほぼないことがわかりまして、と言いま

すのが、例えば 1カ月 4万円を上限としましてそれを超えた分が戻る場合に、3万円ずつ総

合事業と介護給付を使っていた場合、そのはみ出た分はどこから出すのかという按分の方

法が国から示されていたのですが、総合事業のみの利用の方は予防の通所ないしは訪問し

か利用していないことになりますので、ほとんどの方が高額介護の対象となっておりませ
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んでした。合算したときに按分した分を支出しておりますが、これが非常に僅かな金額で

したので、それを参考に 30年度計上時にはその分を下げております。逆に介護給付側の高

額介護サービス費を元のとおりといいますか、本来計上されるべき金額に直しております。

以上です。 

 

田辺副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 今ご答弁いただいたことをできれば後で資料にしていただきたいのと、前年度のこの事

業内容を見ますと、要するに介護予防給付の訪問介護サービスに相当するサービス、また

は介護予防給付よりも緩和された基準によるものということで、この部分は事業内容が変

わらないということですよね。それで緩和された基準によるという部分がどういう形にな

ったのか、実際 29年度の利用人数といいますか、その点お伺いしたいと思います。それと

高額医療、かなり減額になった部分は新年度も本当にこれで大丈夫なのかお伺いします。 

 

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 

 お答え申し上げます。まず緩和された基準についてですが、決められた基準があるわけ

ではなくて、その各々の事業について、例えば職員の配置が必要な人数ですとかそういっ

た形となっております。ただ先ほど申し上げましたとおり、ほとんどすべての事業所様が

従前の予防給付の訪問、通所と同じ相当サービスと呼ばれる事業を継続しておりまして、

こちらは人員基準等も特段の緩和がなく従前のままとなっております。今現在、通所介護

におきましては 3カ所が緩和された基準のサービスを提供しておりますが、1カ所について

は実質的には事業所様として実施をしていない状況で指定の申請のみをした状況となって

おります。3 社のうちもう 1 カ所につきましては利用登録が 1 名しかいないということで、

こちらもほぼ稼働していないと伺っております。最後に 1 カ所、非常に活発に利用が続い

ているところがございます。こちらは従前の予防給付とほぼ同じ内容の基準において行わ

れておりますので、ほぼ北広島市独特の特色ある事業というのは実質行われていないもの

だと考えおります。次に高額介護サービス費の予算についてですが、まず 29年度予算につ

きまして総合事業の高額介護サービス費 771 万 5 千円を計上してございました。これは当

初見込まれた給付の方も含めました 7,700 万円の 1 割と考えておりました。今のところの

29 年度決算見込みですが 6 万円を予定してございます。ですので、新年度から 9 万 6 千円

の計上としておりますが、特段の支障がないものと考えます。最後に利用人数については
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まだ最終的な数字が固まってはおりませんが、年末時点での利用人数で、総合事業の訪問

介護が月あたり 97名、総合事業の通所介護が 1カ月あたり 209名の利用となってございま

す。以上です。 

 

田辺副委員長 

 谷浦委員。 

 

谷浦委員 

 家族介護支援事業についてお尋ねします。予算書 107ページ、附属資料 11ページ。今後

ますます高齢者が増加すると見込まれており、介護が必要となる方や認知症の方も増加す

ることになると思います。そのような中で特養やグループホームに入所できる人数は限ら

れるので在宅介護を余儀なくされる方も増えると思います。家族の介護のために仕事をや

め、収入が減り、少しの貯金は底をつき、破産する老人が増え、生活保護世帯が増えるの

ではないでしょうか。老老介護で疲れ、ストレスが原因で虐待などの事件に発展してしま

うケースがあるのではないでしょうか。心配は尽きません。家族が頑張って介護をしてい

る場合には介護給付費は大幅に節減できることになりますが、家族に対して一定の報酬が

与えられるべきではないでしょうか。また家族が介護から解放される時間が必要ではない

でしょうか。在宅生活を安心して過ごしてもらうため、これまでとは違う視点が必要と考

えますが見解はいかがでしょうか。伺います。 

 

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 

 谷浦委員のご質問にお答え申し上げます。まず家族介護支援事業についてですが、現在

ご家族を介護している方に向けた事業としまして、介護と上手に付き合う講座と認知症高

齢者を介護する家族のための講座という 2 つの講座を開催しております。目的としまして

は介護の知識や技術の習得、またお互い同じ立場の方同士の情報交換をすることによりま

して、ストレスの軽減が図られるのではないかと考えてございます。次にご家族の方を介

護している方への報酬の支払いについてですが、その当該報酬を受け取るために、本来介

護が必要な方に対して、ご家族の方がサービス利用の妨げになる可能性も全くないわけで

はございませんので、非常に慎重な議論が必要になってくると考えております。ただ、今、

国でも個人にではなくて市町村に対してですが、要介護度の改善などに向けたインセンテ

ィブの付与が推進されてございますので、今後も個人の方へのインセンティブ付与も含め、

国等の動向を注視してまいりたいと思います。以上です。 
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田辺副委員長 

谷浦委員。 

 

谷浦委員 

 今朝の新聞によりますと、北海道の健康寿命は男性 71.98 歳、女性 73.77 歳ということ

です。できることなら野村沙知代婦人のようにコロリと人生が終わることを皆望んでいる

ことでしょう。でも望みどおりにはいきません。そこで最後まで地域で安心して暮らせる

システムができることを希望して終わります。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 まず介護保険について、96 ページですけれども、まず 2016 年度の収支と 2017 年度の収

支はどう見込まれるのか、お伺いいたします。そして第 7期において、2018年度において、

新規事業とかあるいは利用が増える見込みの事業はあるのかどうか、お伺いいたします。 

それから予算書 101 ページになりますけれども、保険給付サービスの中にあります定期

巡回・随時対応型訪問介護看護についてお伺いをいたしますが、医療から介護へ、病院か

ら在宅へという流れの中で、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業は必要だとされており

ますけれども、実施が極めて難しい状況ではありますが、全国でおよそ 560 の介護保険者

がようやく実施に辿りついているということですが、およそこれは全介護保険者の何％に

なるのか。あるいは道内の定期巡回型随時対応型実施状況、道内ではいくつの保険者がや

られているのか、まずその辺のところお伺いいたします。 

 

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 

 板垣委員のご質問にお答え申し上げます。まず 2016 年度と 2017 年度の歳入歳出の状況

ですが、2016 年度は 1 億 1,200 万円ほどの余剰が生じまして、介護保険介護給付費準備基

金に積んでおります。2017 年度はまだ正確な決算見込みが出されておりませんが、給付費

におきましては予算計上がほぼすべて使われる状況にございます。ですから若干の黒字は

出るものと考えておりますが、おそらく 1 千万円から 3 千万円の範囲ではないかと予想い

たします。次に 30年度以降利用が伸びるのではないかと思われる事業につきまして、全般

的に高齢者人口の伸びに伴いましての増加はございますが、特記すべきものとしましては、

板垣委員からもご指摘のございました定期巡回・随時対応型訪問介護看護につきましては、
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今まで北広島市内に事業所がございませんでした。30 年度中には整備を目指してございま

すので、整備後はその分の給付が伸びるものと考えております。 

最後に定期巡回にかかる国内のパーセントですとか、道内の実施状況につきましては、

申しわけございませんが今手元に資料がございません。また道内の実施状況等もまだ調査

等を行っておりませんでしたので、今後そちらについても調査してまいりたいと考えてお

ります。以上です。 

 

田辺副委員長 

板垣委員。 

 

板垣委員 

 定期巡回型については留保いたします。 

2016年度は 1億 1,200万円、2017年度は１千万円から 3千万円ということでしたが、第

6期について、3年間ではどのくらい余剰金が見込まれているのでしょうか。また地域支援

事業についても先ほど来、出ていましたけれども、お伺いいたしますが、この地域支援事

業は政令で定める事業費の上限の範囲内で行うこととされておりますけれども、介護予防

日常生活支援あるいは包括的支援事業、それぞれこの上限額がいくらになるのでしょうか。

お伺いいたします。 

 

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 

 お答え申し上げます。まず基金につきましては 27年度に 8,157万 5千円の余剰額が出て

おります。先ほど申し上げましたが、28 年度に 1 億 1,232 万 8,558 円の余剰額が出ており

ます。29 年度は先ほど申し上げましたとおり 1 千万円から 3 千万円の範囲と考えています

ので、仮にそれを 2 千万円と見ますと約 2 億円の余剰が出たことになります。今日現在の

基金積み立て現在高が 2億 6,401万 6,238円となってございます。ここには 28年度決算に

よる余剰額も含まれておりますので、この金額に 1 千万円から 3 千万円ぐらい上乗せした

ものが第 6 期終了時の基金の残高と考えてございます。次に地域支援事業の上限額につい

てですが、地域支援事業は大きく 2 つに分かれてございまして、総合事業についての上限

額とそれ以外の包括的支援事業、任意事業についての上限額が別途定められてございます。

総合事業につきましては平成 28年度の実績額、支出額を基に、75歳以上人口の伸びに比例

したものを上限額と定めております。包括的支援事業及び任意事業につきましては平成 26

年度の上限額を参考に、こちらは 65歳以上の方の伸びに比例したものがその年その年の上

限額となってございます。参考として 30年度の上限額についてですが、包括的支援事業及
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び任意事業で 8,657万 441円、総合事業につきましては 30年度の上限額が 2億 4,103万 3020

円、ともに 30年度の事業は上限額内で収まるものと考えてございます。以上です。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 今までの剰余金、積立金ですけれども、これ第 6期事業においては実際にはこの他に第 5

期において借入したものも返済していますから、それが大体 8 千万円くらいだったと思い

ます。そうしますと第 6期で、実際にこの 3年間で余剰が出たのはそれプラスですから、3

億 4、5千万円となるのではないかと思います。それに対して第 7期は、特にそれほど新規

事業ということで利用が著しく増えるものがない、あるいは実際の額は僅かだと思います

けれども、定期巡回型、ゼロから始めるからプラスになるということですが、そうします

とこの第 7 期通しても今までどおりの 5,200 円の基準額の保険料でやっていけば、かなり

剰余金は出るのではないかと思うのですが、この辺についてなお詳しく議論をさせていた

だきたいと思います。それからこの地域支援事業については平成 27年度以降、国の負担割

合というのが 39％とか、あるいは都道府県、市町村が国の負担割合の半分の 19.5％ずつと

か、こういうようになっていたかと思うのですが、これは当初予定されたとおりの割合に

なっているのでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 お答え申し上げます。第 6 期介護保健事業計画において第 5 期の借入の返済があったた

め、これについては計画通り返すということの結果でございますので、これは計画どおり

見込んでいた数値となっておりますので、余剰した分とは思っていないところです。介護

保険料の基準額の設定という部分に関しましては、給付費それから地域支援事業の算出に

万全は期していると考えているところですが、介護医療院の新設や民間によるサービス事

業所の開設など、そういった不確定な要素も沢山ある中で計画以上に給付費が増大するこ

とも可能性としてございます。それから第 8期、平成 33年以降についても高齢者数がどん

どん増加することが明らかであり、その中でも要介護とか認知症のリスクの高い後期高齢

者が増加することが見込まれています。こういった部分でいうと介護給付費がさらに増加

することも間違いないのではないかと見込んでいることから、介護保険料の値上げは避け

られないと考えられます。以上のようなことで安定的な介護保険財政運営を行うために、7

期計画においては介護保険準備基金の取り崩しについては最小限にとどめるという方針で、
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中長期的な展望で適正な基金残高を検討して、一定程度は予備費的な支出として留保する

必要があると考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 簡潔に 2 点お聞きします。介護保険制度改革事業、予算書 105 ページ。新年度からスタ

ートする事業になると思いますが、在宅医療介護連携推進事業。まずこの中身と、それか

ら 4月からすぐスタートできるような段取りになっているのかお聞きします。 

2点目、認知症支え合い事業、107ページ。これは市長の市政執行方針でも触れておりま

したが、認知症の方が徘回し行方不明になったときのメール配信、ＧＰＳ機能の活用方法

とありました。これは具体的にどのようにするのか。それと現在わが市でも行っておりま

すＳＯＳネット、これとの兼ね合いはどうなるのか。説明お願いします。 

 

田辺副委員長 

 浜山高齢者相談担当主査。 

 

浜山高齢者相談担当主査 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。在宅医療介護連携推進事業につきましては、現

在、平成 28 年度から始めております北広島市在宅医療介護連携推進協議会というものが 2

年目を迎えております。20 人の構成員の方で協議、検討を行いながら、この事業を進めて

いこうと考えております。国が示しているいくつかの指標から、さらに課題設定いたしま

して、北広島市の実態に合わせて少しずつ進めていこうと考えております。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 

 認知症支え合い事業の関係のご質問にお答えいたします。まずメール配信についてです

が、今現在導入を予定しておりますメール配信につきましては、教育委員会の不審者情報

提供システムと同様の北広島市のメール配信サービスを利用する予定で考えております。

こちらの登録につきましては、認知症の方が行方不明となった事案が発生したとき、徘徊

の情報が出たときにご協力いただける市民の方に登録していただいて、登録していただい

た市民にその状況をメールで配信するような内容で考えております。現在のＳＯＳネット

ワークとこちらの事業の関連性ということですが、現在ＳＯＳネットワークにつきまして
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は、事前登録を基本として事業を実施させていただいております。それぞれの徘徊をする

恐れのある方、もしくは徘徊歴のある方が事前にご家族もしくはケアマネージャの情報を

基に当市のＳＯＳの登録簿として登録をしていただいています。その登録者名簿は警察や

関係機関に情報を提供する資料として市で管理させていただいているのですが、こちらの

情報につきましても先ほどお話したメール配信する際に迅速に対応ができるような形で、

その資料を基に配信していくような形で考えておりますが、直接的な連携というところで

いきますと、配信するものとその情報としてのＳＯＳネットワークという構築するものは 2

つの両輪の事業だと考えております。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは再質問します。認知症の方のほうで再質問します。今、市でやっている、いど

ころ発信システム、これで数名の方が登録をしていると思うのですが、こういった方々に

対して、この事業をやるときに市としてどのような働きかけなりご説明をしていくのかと

いうことを 1 点。それからもう 1 点は、万が一徘徊して行方不明になった方々を捜索する

ときに色々な方が捜索に協力するのですが、福岡県では捜索願を出したご家族の了解の下

に徘徊した方の顔写真をメールで送る、こういう体制を組んでおります。うちの場合は他

市に徘徊することが十分考えられますので、市内で捜索する分にはまだいいのですが、市

外に行ってしまった場合となると顔写真が有力な決め手になる。ただこれは警察とか色々

なところとの関係機関の協議の上でないと簡単にできないのですが、この顔写真等々の配

信は今後どのように検討しようとしているのか、お聞きしたいと思います。 

 

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 

 藤田委員の再質問にお答えいたします。まずいどころ発信システムの助成している方と

この事業との兼ね合いですが、いどころ発信システムの助成されている方、年に数件、5件

ですとか 4 件ですとか、ＧＰＳの機器、それぞれの位置情報を発信する機器を購入する際

に 7 千円の助成する事業を実施しております。それにつきましてはご本人もしくはケアマ

ネージャーやその方のご家族が、その方が徘徊した際にどこにいるかを確認していただく

ために助成をさせていただいていますので、今回のメール配信する場合には、その際、徘

徊が発生した際に市に連絡をしていただいて、情報としてこういう捜索するメールネット

ワークがございますよという形で、一般市民と合わせて周知を図っていきたいと考えてお



H30.3.12【平成 30年度 予算審査特別委員会】 

69 

 

ります。あともう 1 点、今回のメール配信の際に写真がメールに添付できるかどうかとい

うところですが、当市でもこのメール配信の際に色々な方法を検討させていただきました

が、現状これから導入するメールシステムについては写真の添付機能がないものですから、

今のところはそれぞれの情報を正確にメールで配信することで整理をしたところでござい

ます。併せて他市まで行かれた方の捜索はどうするのかというところですが、そこも市と

しては一つの課題ということで捉えておりまして、昨年も 1 度北広島から家を出られた方

が札幌市の石狩市の近くまで徘徊された事例もありました。そういった対策、今のところ

は万全な状態ではないのですが、今後しっかりと検討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 

以上で介護保険特別会計予算の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 2時 58分 

再 開  午後 3時 08分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に下水道事業特別会計予算の質疑を行います。山本委員。 

 

山本委員 

 私から 2 点質問したいと思います。1 つは暗渠維持費、49 ページですけれども、下水道

事業の管の更新がこれから問題になると思うのですが、この長寿命化の計画がどういう実

施状況になっているのか。その中で今年度の計画内容達成率、それ踏まえて来年度はどう

いう事業を行っていく予定なのかが 1点です。 

それからもう 1つは同じく下水処理センター費、予算資料 48ページですけれども、これ

は委託業務ですけれども、委託業務に伴って予算額が増額になっているのですが、その理

由は何なのかをお伺いしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 橋本下水道課長。 

 

橋本下水道課長 

 山本委員のご質問にお答えいたします。管渠計画の実施状況についてでございますが、

当市下水道事業では、下水道道路長寿命化計画 5カ年計画を平成 26年度に策定し、改築に
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該当する管路は 588ｍ、特に取り替えの必要と判定されたマンホール蓋が 357カ所となって

おります。平成 29年度までに管路は 371ｍ改築済みで、達成率は 63％となっています。ま

たマンホール蓋においては 148 カ所を交換いたしておりまして、達成率は 41％となってお

ります。平成 30年度の計画につきましては、管路の改築を西の里地区で 70ｍ、北広島団地

地区で 25ｍを予定しております。達成率は 79％になります。マンホール蓋の交換は北広島

団地地区で 70カ所を予定しており、達成率は 61％になると考えられます。以上でございま

す。 

 

田辺副委員長 

 藤本下水処理センター長。 

 

藤本下水処理センター長 

 私からはセンター費の委託料の増額理由ということでご説明いたします。平成 30年度か

ら下水処理センターに関しまして、包括的民間委託を導入しまして、維持管理業務を実施

する予定でおります。この包括的民間委託といいますのは放流水ですとか汚泥に関する要

求水準を設定し、その要求水準を満足することができるのであれば、その運転方法の詳細

については民間事業者の裁量に任せ施設の運営を行うものであります。本市におきまして

も今やっておりますバイオマス事業の開始以前、平成 20 年から平成 22 年度にかけまして

包括的民間委託を実施した実績があり、この度バイオマスにかかる処理も安定してきたこ

とから、再び包括的民間委託を実施するものであります。主な維持管理委託料の増額理由

ですが、これまで需要費としていた少額修繕の一部ですとか、消耗品類、薬品類等一部ユ

ーティリティ費を業務委託に含め発注を行うもので、需要費につきまして昨年と比較し約

3,800万円の減額となっておりまして、その分が委託料の中に入ってきております。あとこ

れまで下水道課で行っておりました市内 8 カ所にありますマンホールポンプ所の維持管理

委託業務をこの中に一括で含めて発注することによりまして、これで 600 万円ほど増額と

いう形になっております。現在の維持管理委託は平成 26 年度に設計を行っておりまして、

平成 27 年から 29 年の 3 カ年でやっているのですが、その 3 カ年の間の大幅な労務費の上

昇ということで 2,300万円ほど増額となっております。これが主な理由になっております。

以上です。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず管渠維持費ですけれども、30年度で大体 79％くらいですか、マンホール含めて行わ

れるということですが、今聞きましたら団地と西の里ということですけれども、その後の
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計画の地域はどういうところがあるのかが 1 点。それからもう 1 つ、来年度から公営企業

会計に移行してくるのですが、それに移行しますと、今の水道会計と同じように経営戦略

を立てていく形になるのですが、それと今の管渠の計画との関係とかで、そういうのはど

ういう形になっていくのか教えていただければと思います。 

それから次の下水道処理センター費ですけれども、今度、包括的に民営化するというこ

とで事業費が節約される部分もあるのですが、労務費の単価なんかで全体的には事業費が

上がっていくということですけれども、こういう形で包括的に業務が民営化されていくこ

とによって、事業主体である市職員の技術継承という問題が果たしてどうなっていくのか

が 1 つ懸念されるのと、もう 1 つは今後この委託費が増額していくことが懸念されるので

すが、そこら辺の関係はどう考えられているのでしょうか。 

 

田辺副委員長 

 橋本下水道課長。 

 

橋本下水道課長 

 山本委員のご質問にお答えいたします。北広島団地地区と西の里団地地区、この地区を

どのように設定したかというご質問だと思いますが、公共下水道事業開始から 47年経ちま

すが、西の里団地地区と北広島団地地区が事業開始、当初より共用を開始しており 40年超

えている管渠があることから、この 2地区を設定しております。 

経営戦略の策定についてお答え申し上げます。平成 29年度までは公営企業会計移行に必

要な施設、設備の現状を把握するための固定資産調査を行っております。公営企業会計で

も活用する減価償却費、引当金の試算など、新たな経費の算出を行い、公営企業会計方式

による予算、決算のシミュレーションを行いながら準備を進めてきたところでございます。

平成 30年度は経営の健全性、効率性、施設の規模、能力や老朽化、耐震化の状況等を的確

に把握し、経営戦略に活用できるよう取りまとめを行う予定としております。以上でござ

います。 

 

田辺副委員長 

 藤本下水処理センター長。 

 

藤本下水処理センター長 

 包括委託に関係して技術継承の問題ということですけれども、包括的民間委託の実施に

伴い、来年度からセンター職員 2 名が減員となる予定ではありますけれども、委託の監督

業務、モニタリングの業務がありますので、引き続き技術職員を配置して技術レベルの確

保に努めてまいりたいと思います。また、今後の人事異動の際には担当者を一度に異動さ

せることのないよう努めるほか、日本下水道協会ですとか下水道事業団が開催しておりま
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す研修を活用して技術継承に努めてまいりたいと考えております。 

委託費の関係ですけれども、今後の増額の可能性としては人件費関係が一番変動する可

能性がありますので、人件費が上昇していけばその分上がっていくものと思います。委託

内容に関しては特段、変動要素が今のところございませんので、内容が大幅変わることは

今のところ考えておりませんが、この人件費の関係で上昇する可能性はございます。以上

です。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 下水道処理センターの件でいいますと、今、技術職員 2 名減少するということですが、

業務内容がこれから変わらないとしても人件費がどんどん上がっていくと。傾向としては

人口減少で下水道処理の処理数も下がってきている状況の中で、収入がなかなか伸びてい

かないという中で経費が上がっていくということで、今後 2 名の減少からさらに人件費と

いうか経費節減で職員が減っていくことは考えられるのでしょうか。そうであればそこら

辺のところが先ほどの技術継承のところで、事業団とかそこら辺のところはきちんと管理

していく必要があると思うのですが、そこら辺の考え方、もう 1度確認したいと思います。 

 

田辺副委員長 

 藤本下水処理センター長。 

 

藤本下水処理センター長 

 今後の人件費上昇に伴って経費の削減ということですけれども、それは今後当然出てく

る問題だと思いますので、検討していきたいと思います。以上です。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 1 点だけお聞きします。管渠維持経費、予算書 48 ページ。市道に設置されているマンホ

ールについてお聞きします。先日も一部の新聞等で報道あったのですが、トラックの大型

化により幹線道路の蓋の強度基準が 1995 年に 25 トン対応に引き上げられた。それ以前の

蓋は 20 トン対応が主流ということで、本市におきましても基本は 20 トンの蓋が主流だと

思うのですが、市の幹線道路におきまして、マンホールの蓋で現在も 20トン対応のものが

どれくらい残っているのか。また新年度にあたってはこういった国の基準では 25トンに換
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えなさいという流れがあるのですが、その更新の計画についてはどのように進めるのかお

聞きします。 

 

田辺副委員長 

 橋本下水道課長。 

 

橋本下水道課長 

 藤田委員のご質問にお答えさせていただきます。当市の現状につきましては、公共下水

道区域内のマンホール蓋設置総数は約 1万 5千カ所設置されています。当市では 1996年よ

り車道部に 25トン対応マンホール蓋を設置しており、2016年までに約 2,600カ所、約 17％

を設置しております。公共下水道区域内の幹線的な市道では車道部にマンホール蓋は 218

カ所設置され、そのうち 131カ所がまだ 20トン対応マンホール蓋となっております。マン

ホール蓋更新の取り組みについては、道路法車両制限令では大型車両の通行があり、道路

管理者が指定した道路は 25 トン以下の車両を通行を認めており、指定のない道路は 20 ト

ンまでの車両の通行を認められています。市道では指定道路がないことから、既存の 20ト

ン対応マンホール蓋でも問題がないものと考えておりますが、今までも道路工事に伴う蓋

交換や長寿命化計画による蓋の更新、道路管理者からの通報による蓋の取替えなどを行っ

てきており、今後も同じ取り組み方法で対応してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。今の橋本下水道課長の説明からいきますと、幹線道路で 20トン対応がま

だ 60％だよということで、25トンというのはいわゆる大型車、大型車が走るということか

らいけば、なかなか普通の住宅圏の生活道路を頻繁に走ることは想定されていませんから

幹線道路だろうと思います。その中で今いった安全性を考えると、早く取り替えた方がい

いとは思うのですが、まだ予算の関係とか長寿命化計画との整合性もあると思うのですが、

今後いわゆる計画を持って、何年までに交換するよという計画を持って進めるのか、それ

ともその都度その都度の対応で対処していくのか、その辺の基本的な考えをもう 1 度お聞

きします。 

 

田辺副委員長 

 橋本下水道課長。 
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橋本下水道課長 

 マンホール蓋の更新につきましては長寿命化計画の中では 5 カ年しか設定しておりませ

ん。今後の施設計画ですが、平成 27 年度に下水道法改正に伴いまして、平成 30 年度に下

水道施設ストックマネジメント基本計画を策定いたしまして、31 年度に下水道施設ストッ

クマネジメント実施計画の策定を予定しておりますので、その中に含めてマンホール蓋の

更新計画を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 以上で下水道事業特別会計予算の質疑を終了致します。 

暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 3時 25分 

再 開  午後 3時 26分 

 

田辺副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に水道事業会計予算の質疑を行います。山本委員。 

 

山本委員 

 水道会計ですけれども、まず個別の予算案というよりも全体のところでお聞きしたいの

ですが、市では水道のインフラも含めた公共施設の管理計画を定めているのですが、水道

事業でも今年度、経営戦略を立てたと思うのですが、市全体の公共施設管理計画、それに

よって長寿命化を行うとか施設の削減を行うとかそういう計画ができているわけですけど

も、それと経営戦略との位置付けというか関係はどうなっているのか、もう一度整理した

ところをお伺いします。その上でこの経営戦略も、公共施設管理計画についても水道事業

についての長寿命化対策を行うことでは共通していると思うのですが、その基本的な水道

事業における施設の長寿命化の考え方、それをお伺いします。それでその上で来年度の計

画というのはその中でどういう形で進められていくのかが 1 点。それから 2 つ目は字を間

違えていて恐縮ですけれども、重要給水施設配水管の耐震化事業、これの事業として掲げ

られているのですが、来年度の事業で出されているのですが、その主な内容についてお伺

いしたいと思います。 

 

田辺副委員長 

 藤縄水道施設課長。 

 

藤縄水道施設課長 
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 山本委員のご質問にお答えいたします。まず経営戦略と公共施設管理計画の関係性につ

いてのご質問についてですが、公共施設管理計画は水道事業経営戦略の上位計画に相当す

るものと考えております。水道事業の経営戦略は設備投資と財源を均衡させた内容となっ

ており、設備投資計画は公共施設管理計画の水道に関する個別計画に相当するものと考え

ております。また来年度の事業内容についてですが、主な事業としましては老朽管更新事

業といたしまして、老朽化し、被災リスクの高い管路約 4.6ｋｍを更新し、配水池につきま

しては電気計装と機械設備の老朽化が進んでいるため、施設全体の基本設計を行う予定と

しております。また重要給水施設配水管耐震化事業の内容ということでございますが、こ

の事業は広域避難所へ災害時も安定した給水を行うため、国の交付金を活用して重要給水

管路の耐震化を図るものであり、事業内容といたしましては、平成 39年度までに北広島団

地の輝美配水地から朝日町の中央公民館に至る約 3.5ｋｍの配水管を耐震化する内容とな

っております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 関係性についてわかりました。それで来年度の老朽化施設の事業についてもわかりまし

たけれど、これによって計画全体としてどれぐらい進んでいくのかということ、それから

もう 1 つは需要給水施設の配水管の耐震化事業ですけれども、輝美町から朝日町までとい

うことですけれども、その後の計画はどのように見込まれているのでしょうか。 

 

田辺副委員長 

藤縄水道施設課長。 

 

藤縄水道施設課長 

まず老朽管の更新事業についてでございますが、老朽管更新事業で来年度 4.6ｋｍ更新い

たしました結果、市内全域の老朽管更新計画における進捗率は約 82％に達する見込みとな

っております。重要給水施設への耐震化につきましては、現在のところ事業計画を 10年で

39 年までと設定しておりますので、次回の給水施設の耐震化については次期経営戦略の中

で策定するものと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 
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 水道事業について、水道料金収入の妥当性についてお伺いします。これまで藤嶋水道部

長とは色々議論させていただきましたが、今回限りということで名残惜しいのですが、少

し噛み合わない議論になるかと思うのですが、水道事業経営戦略が、先ほど来、出ており

ます。一般的な家庭の使用料が 1カ月あたり 20立米で 4,082円ということですが、道内各

市の平均的な金額だとしておりますけれども、私はこれは見方が少しおかしいのではない

かと、違うのではないかと思います。水道統計月報によりますと、一般家庭の水道管はほ

とんど口径 13ｍｍということですが、13ｍｍの口径の世帯の使用量の平均を見ますと、2016

年度で 14.9立米です。2010年度は 15.9立米であったのが 16年度は 14.9ということで、1

立米ほど減っているわけですけれども、使用料分布でも 11 から 15 立米の件数が最も多い

わけであります。2016年度は 5,054件でありました。ということで、20立米での比較は実

情にそぐわないのではないかと思います。現在の平均の 15立米で他市と比べてもやはりど

うなのかというような議論を行うべきではないかと思いますが、この点についてまずお伺

いします。 

 

田辺副委員長 

 遠藤業務課長。 

 

遠藤業務課長 

 板垣委員のご質問にお答えします。板垣委員の分析のとおり、平均は 15立方メートルと

いうことで認識しております。統計書としては 10 立方メートルの水道料金と 20 立方メー

トルが示されておりますが、経営戦略上には 4 人家族を想定し、20 立方メートルのケース

を記載しております。本市の場合は基本水量を持たない基本料金制度を採用していますの

で、10立方メートルではおっしゃるとおり高くなっております。具体的に申しますと 10立

方メートルでは 35 市の中で 4 番目に高い料金となっていますが 20 立方メートルになると

35 市の中でほぼ中ほどとなっております。本市の水道事業の料金体系というのは、他市と

同様に基本料金と使用料金の合算になっております。基本料金の中に一定の基本水量を含

めていないことに本市の特徴がありますが、水道事業につきましては、蛇口をひねると水

が出る状態にすることにたくさんのお金がかかっております。ですから基本料金として使

用水量にかかわらずこの分を回収する料金体系は理にかなったものと考えております。な

お他市が採用しております基本水量を含んだ基本料金制度というのは、元々公衆衛生の向

上を図るために一定量の水道水を一定金額で使ってもらうという政策的な役割を果たして

きましたけれども、昨今のライフスタイルの変化に伴いまして、水道水をあまり使わない

少量使用者が増えてきております。このような中、少量使用者間での不公平感、あるいは

節水努力が反映されないデメリットも顕著になっております。また事業者サイドとしても

人口減少に伴いまして使用水量が見込まれない中、水道事業を経営していくためには基本

料金という安定した財源が必要になってきます。こうした状況ですので、昨今は、本市の
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ように基本水量を持たない料金体系に移行する事業体が徐々に増えております。例えば千

歳市では、4月 1日から料金を上げますけれが、それに伴って基本水量をなくする方向で検

討していると聞いております。結論を申し上げますと、本市料金体系は定量的な基準に基

づいた客観性の高い料金体系であり、水需要の減少する人口減少社会に適応するものと考

えておりますので、今後も維持したいと考えております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 そのような長々とした答弁は私は望んでおりません。簡潔に。要するに市民の負担が他

市よりも高いということですよ。この辺のところをよく認識していただきたいのです。15

トンで比べますと、札幌市は 2,320 円、江別市が 2,387 円、恵庭市は 2,681 円、千歳市は

1,725円がおそらく 4月から高くなりますけれども、2千円くらいではないかなと思います

が、これに対して北広島市は 3,256 円、断トツに高いわけです。これだけ他市に比べたら

多くの負担を我々市民は強いられてきたということですよね。この結果がどういう状態に

なっているかといいますと、今までの水道事業において高い収益性を誇ってきた、支払い

能力を示す流動化率が類似団体の 2倍以上に高い、あるいは企業債、この 10年間新たな企

業債を積んでこなかったようなこともあった。企業債残高対給水収益比率を 300％以上に高

くしているわけですよね。つまりそれだけ今まで高過ぎる水道料金の負担をさせられてき

たのが実態ではないかなと思うのですが、この辺について少しでも料金体系を見直すとい

うお考えはないのか、お伺いします。 

 

田辺副委員長 

 遠藤業務課長。 

 

遠藤業務課長 

 本市の料金体系では、基本料金の割合が大きいので、使用水量が少なければ必然的に高

い料金になってしまいます。ただいま板垣委員から本市の水道の経営が他の市町村に比べ

て優れているというお話がありましたが、若干誤解があると思いますのでご説明します。

利益というのはどのような形で持っているのかは市町村によって実は違います。本市の場

合は積立金として積み立てておりますが、例えば恵庭市のように積立金で積み立てないで

未処分利益剰余金のまま残している場合もありますし、あるいは資本金に組み入れている

場合もあります。経営状況を判断するためには色々な経営指標を見比べる必要があります。

現在、国では全国の経営指標をホームページで公開しておりますが、それによると、恵庭

市は本市とほぼ同様、江別市は本市よりも良好な経営状況であると判断され本市の水道事
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業が高い収益を上げているとは言えない状況です。以上です。 

 

田辺副委員長 

 板垣委員。 

板垣委員 

 先ほども言いましたように、我々市民はいかに節水して料金負担を少なくしようと努め

ているわけですよね。その結果が先ほども言ったように 2010年度 15.9立米から 2016年度

14.9 立米、家族世帯数、世帯人員の変更等はもちろんあるわけですが、そういう節水の結

果でもあるのではないかと思いますけれども、そういうように水量を少なくしたとしても、

やはりこの少ない量の中で見ると、札幌市と比べたら非常に負担感が高いということがや

はり否めない。これを何とか解消していくべきではないかと思いますが、是非その辺は検

討していただいて、今後の取り組みについてお伺いしますが、経営企業戦略においても触

れられておりますけれども、配水池等の統廃合については具体的にどのようにお考えにな

っているのでしょうか。また受水費の低減化が行われましたけれども、さらに今後受水費

を低くしていく、低減化に向けた働きかけ、石狩東部広域水道企業団への働きかけはどの

ようにお考えになっているのかお伺いします。それから遊休資産、青葉浄水場の売却、や

はり早期に売却して市民に還元すべきと考えますが、その辺についての見通しについてお

伺いします。 

 

田辺副委員長 

 藤縄水道施設課長。 

 

藤縄水道施設課長 

 配水池の統廃合についてお答え申し上げます。配水池の統廃合に関しましては、現在の

ところ北広島団地内にございます緑陽配水池の統廃合が考えられます。しかしながら緑陽

配水池の更新は平成 59年度以降としておりますことから、詳細につきましては更新時期が

近づきました段階で検討することとしております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 遠藤業務課長。 

 

遠藤業務課長 

 受水費の関係でありますが、本市は全量を企業団から受水しておりますので、受水費が

経営に及ぼす影響がかなり大きくなっております。これまでのとおり、構成団体とともに

石狩東部広域水道企業団の経営状況を注視しながら、受水費の低減化に向けた働きかけを

行ってまいりたいと思っております。以上です。 
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田辺副委員長 

 藤嶋水道部長。 

 

藤嶋水道部長 

 板垣委員のご質問にお答えいたします。29 年の第 2 回定例会のときに島崎委員からご質

問があったかと思いますけれども、今使っていない青葉浄水場のことでございますが、こ

の部分は経営戦略の中でも早いうちに売っていこうと方針を立てて臨んでおります。用途

の部分も変更になりましたことから、以前よりも売りやすい状況になっているかと思いま

すけれども、いかんせん、こちらで建物を解体する費用が捻出できないものですから、民

間企業にそれを含めて買っていただくような方針で今臨んでおります。どちらにいたしま

しても青葉浄水場が売れることによって、少しでも水道事業が安定的に運営できることに

なるかと思いますので、この部分については精力的に展開していきたいと考えております。

以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 1 点だけお聞きします。山本委員の質問と重なっているところがあったので、

それ以外の角度で 1点だけ。配水設備の改良費、4ページですけれども、先ほど藤縄水道施

設課長から 40年以上経っている老朽管、これに関しては 30年で 4.6ｋｍやりますというこ

とで、団地という説明がありましたが、この予定でいくと、団地地区の老朽管の更新はあ

と何年ぐらいかかる見通しなのか。見通しだけまずお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 藤縄水道施設課長。 

 

藤縄水道施設課長 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。先ほどの山本委員への答弁が説明不足だったよ

うで、来年度 4.6ｋｍ更新する予定になっておりますが、その内訳としては北広島団地地区

で約 3.9ｋｍ、それから新富地区で 200ｍ、大曲緑ヶ丘で 530ｍ、合計 4.6ｋｍを予定して

おります。もう 1 点ご質問いただきました北広島団地の老朽管更新年度のお話ですが、今

の見通しでは 3年後ぐらいに 100％にしたいと考えてございます。以上です。 

 

田辺副委員長 
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 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。老朽管はいざというときのためにも含めて、精力的に早く更新をお願い

したいと思います。それで 1 点、最近のテレビの報道に関する話ですが、先日清田区で断

水がありました。かなりの方が丸 1 日困ったような状況がありましたが、本市は札幌市と

災害時の給水協定を結んでおりますが、今回の場合はそのような給水が行われたのかどう

かということが 1 点。それともう 1 つ清田区の例でいきますと、40 年以上の管が漏水した

やに、たしか報道だったと思うのですが、あのようなことは本市でも想定されるものなの

かどうかお聞きします。 

 

田辺副委員長 

 藤嶋水道部長。 

 

藤嶋水道部長 

 清田区で起きた断水事故でございますが、協定を結んでおり、要請がございましたので、

延べ人数 8 人、午前中の 11 時くらいから準備いたしまして、夜 10 時くらいまで従事した

形になっております。そのときに 29年度に購入いたしました新しい給水タンク車とトラッ

クにタンクを載せる従来の方式で 2 台をフル稼働しながら、実際に清田区で応援を実施い

たしました。災害時におきましては全国の水道事業の仲間はお互いに協力し合うという意

思のもとで協定を既に結んでおります。たまたま札幌市とは緊急連絡管の絡みがございま

して別途協定を結んでおりますけれども、応援したり応援されたりということで、今後も

引き続き何かがありましたら近隣市町村等と応援体制を組みながらやっていきたいと考え

ております。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 藤縄水道施設課長。 

 

藤縄水道施設課長 

 私からは清田区で発生しました漏水が本市でも同様に起こる可能性があるかという点に

ついてお答え申し上げます。新聞報道等によりますと、清田区の漏水は約 39年経過したダ

クタイル鋳鉄管の部材が腐食で脱落したことによる漏水と伺っております。本市におきま

しても 40 年を経過した配水管が現在 48ｋｍ、市内全域 442ｋｍの約 1 割強が 40 年経過し

た配水管となります。ただし、新聞報道等にありました原因と考えられる腐食性の強い土

壌は本市にあまり存在しませんので、そのようなリスクは低いものと考えております。ま

た今回被害を受けました管路はポリエチレン製のスリーブという物で被覆されていなかっ
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たと伺っております。本市では平成 10年ごろから段階的に同様の管種を採用する場合には

ポリエチレンスリーブを採用しておりますので、その点に関しましてもリスクは低いもの

と認識しております。以上です。 

 

田辺副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 確認で 1 点だけ。札幌市と本市で繋いだ管がありますね。あの管を利用しての給水要請

なり、給水を今回したのかだけ最後に確認させて下さい。 

 

田辺副委員長 

 藤縄水道施設課長。 

 

藤縄水道施設課長 

 この度は、虹ヶ丘区域というところで緊急時連絡管を設置いたしましたので、今回の清

田区の件に関しましては通水をしておりません。以上でございます。 

 

田辺副委員長 

 以上で水道事業会計予算の質疑を終了いたします。 

以上をもちまして予定した議案の質疑はすべて終了いたしました。 

個別質疑において留保し、総括質疑を行う委員は、3 月 13 日午後 3 時までに通告書を提

出願います。 

また、3月 19日午前 10時からの予算審査特別委員会では、総括質疑ののち議案ごとに討

論、採決を行います。 

本日はこれにて散会といたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

午後 3時 52分 
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