
平成 30年 予算審査特別委員会 

 

1 開 催 期 日   平成 30年 3月 19日（月）   午前 9時 55分から午前 11時 33分 

 

2 開 催 場 所      庁舎 5階本会議場 

 

3 出 席 委 員   尾崎委員長、田辺副委員 

野村委員、島崎委員、橋本委員、谷浦委員、稲田委員、藤田委員、 

大迫委員、木村委員、小田島委員、坂本委員、川崎委員、鈴木委員、 

中川委員、鶴谷委員、板垣委員、永井委員、山本委員、滝 委員、 

國枝委員 

 

4 欠 席 委 員   なし 

 

5 委員外議員   佐藤議長 

 

6 市側出席者 

市 長  上 野 正 三   監 査 委 員  染 谷 一 彦 

副 市 長  道 塚 美 彦   企 画 財 政 部 長  川 村 裕 樹 

総 務 部 長  福 島 政 則   市 民 環 境 部 長  高 橋 直 樹 

保 健 福 祉 部 長  中 屋  直   子育て支援室長  千 葉 直 樹 

建 設 部 長  駒 形  智   経 済 部 長  藤 木 幹 久 

水 道 部 長  藤 嶋 亮 典   会 計 室 長  佐 々 木  伸 

消 防 長  山 﨑 克 彦   まちづくり担当参事  熊 田  仁 

財 政 課 長  佐 藤  亮   総 務 課 長  杉 山 正 一 

市 民 課 長  榎 本 明 嘉   高齢者支援課長  三 上 勤 也 

保 険 年 金 課 長  渡 辺 広 樹   契 約 課 長  川 口 弘 恭 

消 防 署 長  山 口 洋 幸 

 

教 育 長  吉 田 孝 志   教 育 部 長  水 口  真 

教 育 部 次 長  佐 藤 直 己 

 

監査委員事務局長  川 合 隆 典 

 

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

 おはようございます。 

ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

傍聴の取り扱いについては、申し合わせにより許可することといたします。 

議案第 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  

以上 7件を一括して議題といたします。 

総括質疑を行います。 

通告順に発言を許します。 

はじめに日本共産党、山本博己委員。 

 

山本委員 

 おはようございます。私から総括質疑として 2点質問させていただきます。 

まず 1 点目は、教育再生首長会議への参加についてです。2018 年度の予算に教育再生首

長会議の負担金を予算計上していることに対して市長の見解を求めたいと思います。教育

再生首長会議は山口県防府市の松浦市長が呼び掛けて作られた組織で、初代会長もされて

いたとのことで、松浦市長は大変行動的な方のようで、その行動から政治理念もある程度

わかると思います。例えば平成 17 年 9 月 25 日の記者会見では、慰安婦問題に言及する特
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定の歴史教科書を採択した複数の中学校に対し、採択中止を求める葉書を送ったというこ

とで、本人もそれを記者会見で認めていらっしゃるということで、そういう政治理念をお

持ちの方が呼び掛けた会議だということで。また、この教育再生首長会議の事務局が置か

れているのは教育再生を進める全国連絡協議会という団体ですけれども、この団体は日本

会議と深い関係を持った団体ということで、日本会議は男女共同参画条例に反対して、先

の戦争については侵略戦争ではなく自衛戦争だと美化している思想団体であることは広く

知られていると思います。これらのことを考えますと、教育再生首長会議は松浦市長や日

本会議の考え方がかなり色濃く反映された会議ではないかと思うのは当然だと思います。 

そこで市長にお伺いしますけれども、市長は日本会議の政治理念を非常に色濃く反映して

いる会議に参加されているということは、日本会議の政治理念、歴史認識に対してどのよ

うな見解をお持ちなのでしょうか。その考えに共感してこの会議に参加されているのでし

ょうか。 

2点目は、先ほど松浦市長の行動の記者会見の中に出てきました慰安婦問題についてです

が、日本政府は慰安婦問題については多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である

と認識しているわけですけれども、市長は松浦市長の政治理念に共感されているのでしょ

うか。慰安婦問題についてどう認識されているのか、見解をお伺いします。 

3点目は、私は教育再生首長会議の趣旨は上野市長の政治理念とは違っているのではない

かと考えていますが、しかし上野市長が教育再生首長会議に参加することになれば、市長

の政治理念も慰安婦問題、男女共同参画問題に対しての政治理念や教育理念と同様の考え

を持つ人であると見なされてしまうのではないかと考えます。そういう意味で同会議への

参加を見直すべきと考えますけれども、市長の見解をお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 山本委員のご質問にお答え申し上げます。教育再生首長会議への参加についてでありま

すが、本会議は教育問題や課題について基礎自治体の首長が集い、相互連携・情報交換を

図るために設立されたところであります。全国各地の具体的な取組事例や懸案事項などを

首長が学び、研鑽を高める場であり、本市の教育行政に資する様々な知見を得られるもの

と考え、参加したところであります。私は日本会議の会員ではありませんので、その政治

理念等については承知をしていないところであります。 

次に松浦防府市長の政治理念等についてでありますが、内容を承知していないところで

ありますが、松浦市長は防府市議会議員 1 期、山口県議会議員 3 期、防府市長 5 期目であ

り、昨年 9 月から全国市長会の会長を務められ、人望がある市長であると認識をしている

ところであります。 
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次に教育再生首長会議についてでありますが、教育を取り巻く現状や課題、時代の変革

に的確に対応する必要があることから、今後につきましても参加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 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず 1 点目についてお聞きしますが、この教育再生首長会議について、どなたからどの

ような経緯で加入を誘われたかお聞きします。 

 

尾崎委員長 

 福島総務部長。 

 

福島総務部長 

 お答え申し上げます。平成 27年 8月、教育再生首長会議から書面にて加入の依頼をいた

だいたところでございます。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 松浦市長から直接誘われたのであればまた別ですけれども、一片の通知が来たというこ

とであれば、通常この団体はどういう団体なのか、どういう趣旨なのかを調べて加入の手

続きをすると思いますが、先ほどこの会議と日本会議との関係もよく存じ上げていないと、

日本会議についてもよく存じ上げていないとのことでしたが、先ほど申し上げましたよう

に、会議のメンバーが事務局の中に関与しているわけです。それは調べればすぐわかるわ

けですよね。その会議がどのような趣旨で開催されているのか。先ほど市長が色々表向き

のことは話されたと思いますけれども、その裏にある本当の趣旨を深く見るべきだと私は

思うのですが、そういう意味でこの首長会議の趣旨を知る上でも、日本会議の考え方、そ

れから事務局に関与していることについて確認すべきだったのではないかと思いますが、

市長の考え方はいかがでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 福島総務部長。 
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福島総務部長 

 加入時についてのご質問にお答え申し上げます。市町村間の相互連携や情報交換、全国

各地の具体的な取組事例や懸案事項を首長が学び、研鑽を高めるという本会議の趣旨に賛

同し、会議の規約や事業内容などを確認し、加入したところでございます。以上でありま

す。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 色々確認されたそうですけれども、道内では北広島市を含めて 4 市しか加盟してないわ

けです。そういう意味で、この会議に参加することは非常に問題だなと考えていますけれ

ども、具体的にこの首長会議に上野市長は参加されたのでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 福島総務部長。 

 

福島総務部長 

 お答え申し上げます。出席したことはございません。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 参加されていないとのことですが、有意義な会議だと言うのもよくわからないですけれ

ど。首長会議についてですが、呼び掛けされた松浦市長自らが、首長会議は私的な勉強会

なのでポケットマネーで参加していると答えているわけです。それを踏まえて、防府市で

は平成 29年第 1回定例会で附帯決議、きちんと首長会議に対する公費の扱いについてはっ

きりさせるべきだという附帯決議を踏まえて、平成 29年 6月に開かれた第 2回定例会では、

市が教育再生首長会議については私的、いわゆるこれへの出張は全てプライベートなので

公費では充てないと、公務外にしようと決めたと。市長の思いもありまして、4月 1日から

は完全なプライベートの勉強会という扱いにしようと決めているわけです。設立呼びかけ

人の市長自らが、先ほど言いましたように、ポケットマネーで行う私的な勉強会だと位置

付けていることについて非常に重く受けとめるべきではないかなと思います。そういう意

味で、市長が参加されたいと表明されたわけですけれども、そうであれば当市も私費で対

応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 
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尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 お答え申し上げます。防府市議会のそのことはわかっておりません。しかし議員であれ

首長であれ研鑽は必要と私は考えております。相手が誰であれ、私はこの最初の目的に沿

って参加させていただきました。そして様々な自治体の意見等を聞きながら、市民にとっ

てどういうことがいいのかを考えることが重要だと考えておりますので、私はこれからも、

なかなか時間が取れないこともありますけれども、参加して参りたいと考えております。

以上です。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 今、私費で対応すべきだということについてのお答えがなかったようなのですが。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 市長で参加させていただきますので、公費で参加させていただきたいと考えております。

以上です。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 時間の関係もありますのでこれぐらいにしておきますけれども、先ほど言いましたよう

に、色々研鑽を積んで情報を収集されるのは、市長としておやりになられるのは結構だと

思いますけれども、先ほど言いましたように、公費で出すのかどうかについての考え方は

やはりよく検討していただきたいと思います。仮に予算が通ったとしても、執行保留にし

て参加経費の在り方を見直すべきであると私は思っております。そういう意味で、今後も

この問題を取り上げていきたいと考えております。 

次に 2 点目の総合運動公園整備事業でございます。総合運動公園整備事業として、公園

用地の土地買収の予算を今年度、当初予算で 1 億 8 千万円ほど整備事業として計上してい
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るわけですけれども、この土地はボールパーク誘致の場所になっているということで、も

ともと総合運動公園整備に関する、過去この土地にどういう経緯があったのかはこれまで

も答弁されているので、もう 1 度おさらいさせていただきますけれども、平成 5 年に広島

総合運動公園として都市計画決定をし、平成 20 年度に 10 カ年の整備計画を策定するも、

財政的な厳しさから計画全体を一旦凍結したと。その後 21年に規模を縮小して林野庁の補

助メニューを活用してやろうとのことでしたが、それも事業仕分けで補助メニューがなく

なったため立ち切れになったという経過であります。それに対して平成 25年 3月の第 1回

定例会において、市長は平成 17年の市長就任にあたっての所信で、総合運動公園の全体整

備については厳しい財政状況であり、実施は難しいと考えておりますが、スポーツや健康

づくりの振興などから整備可能なものについては検討してまいりたいと申し上げたところ

でありますと答弁しておられます。また教育長は、地権者への対応については、社会経済

情勢の変化や財政状況の厳しさにより、総合運動公園整備事業を凍結されたことを平成 21

年に説明し、昨年も話し合いを持ったところでありました。未買収地につきましては、今

後改めて検討することとしていると答弁しているわけです。そういう意味で、この総合運

動公園については一旦凍結されて、それでずっと買収も行われない形になってきたわけで

す。それが平成 27年に総合運動公園についての調査を行った中で、北海道日本ハムファイ

ターズのボールパーク構想が持ち上がって、今日に至っているわけですけれども、そうい

う意味では、現在、総合運動公園の土地買収については、総合運動公園の計画については、

ボールパーク以外には構想がなかったという状況になるわけです。 

そこで市長にお伺いしますけれども、これまで運動公園の買収を行ってこなかった理由

は何か。北海道日本ハムファイターズのボールパーク構想以外に総合運動公園について、

具体的な総合運動公園にかかる提案を議会に提案し、用地買収も含めて議会と議論したこ

とがあるのかどうか。3つ目は、ボールパーク構想以外に総合運動公園計画について具体的

な提案がない状況では、ボールパーク構想の内定地が北広島市に決まった段階で土地買収

の予算を計上するというのが通常のやり方です。そうでなければ土地買収は総合運動公園

計画についての具体的な提案について議会で議論し、コンセンサスを得てから進めるべき

と考えますけれども、市長の考え方をお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 総合運動公園等整備事業についてでありますが、総合運動公園につきましては、昭和 45

年に策定いたしました第 1 次総合計画に位置付け、昭和 47 年に 12.5ｈａ、その後昭和 62

年から 63年に 2.8ｈａ、平成 3年から平成 7年にかけ 10.9ｈａ、平成 12年に 0.3ｈａ、合

計 26.5ｈａを取得してきたところであります。その後、他の公共施設整備との関係、また
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財政面の事情などから、都市計画決定しております全体面積 36.7ｈａのうち 10.2ｈａが現

在まで取得していない状況であります。 

次に総合運動公園の検討状況についてでありますが、総合運動公園の整備につきまして

は、時代や社会情勢の変化を踏まえ、その内容や規模について検討を行ってきたところで

あり、平成 27年度に実施をした官民連携による総合運動公園整備手法の検討調査におきま

しては、野球場、多目的グラウンド、屋内運動施設などの機能整備を想定しているところ

であり、その内容につきましては議会へご説明させていただいたところであります。 

次に、用地取得の予算計上についてでありますが、総合運動公園予定地につきましては、

ボールパークの誘致結果に関わらず、現在の民有地も含め、市民に有益な形で活用を図る

こととしておりますことから、本予定地内の民有地を取得するための経費を当初予算に計

上したところであります。なお、ボールパークが誘致されなかった場合の総合運動公園の

整備内容につきましては、改めて市民の皆様や議会へ説明を行いながら、検討を進めてま

いりたいと考えております。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 今のご答弁の中で、他の公共施設の整備や財政問題でこれまで購入してこなかったとい

うことですが、他の公共施設整備との関係や財政問題とは具体的にどういうことなのでし

ょうか。 

 

尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 山本委員の再質問にお答え申し上げます。まず公共施設に関しましては、学校の耐震化、

新庁舎建設など、市全体としての整備状況や整備の見通し、またそれらに必要な事業費な

どの財政状況を踏まえ、整備の優先度を勘案した結果、運動公園用地の取得については着

手できなかったところであります。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 それについては、今は解決したという認識でしょうか。 
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尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 お答え申し上げます。今回の用地取得につきましては、ボールパークあるいは総合運動

公園の整備が今後の本市のまちづくりに大きな効果をもたらすとの考えから、着手するこ

ととしたものであります。なお、事業の実施にあたりましては、他の公共施設整備や財政

面などに配慮し、他の事業等へ影響を及ぼすことがないよう進めてまいります。以上でご

ざいます。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 市では公共施設に関して公共施設総合管理計画を定めておりまして、それも含めて財政

の建物や土地、そういうものの取得についても財政運営指針を先般定めたところですけれ

ども、今回の総合運動公園の土地買収の取得、それから総合運動公園の整備事業について

は、公共施設の整備管理計画と財政運営指針にきちんと反映されているのでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 熊田まちづくり担当参事。 

 

熊田まちづくり担当参事 

 お答え申し上げます。まず公共施設総合管理計画についてですが、この計画は市が実際

に現在保有している施設を対象としておりますことから、未整備である総合運動公園にか

かる内容は含まれておりませんが、本計画には必要に応じて見直すこととしておりますこ

とから、今後状況に変化があった場合には適宜見直してまいりたいと考えております。 

 

尾崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 財政運営指針の関係でございます。昨年 10 月に策定した財政運営指針でございますが、

平成 28年度決算、平成 29年度の予算、それと 2017年の推進計画、こちらをベースとして

策定しておりますことから、運営指針において健全化判断比率の推計を載せておりますけ

れども、こちらには総合運動公園に係る事業費が含まれておりません。先ほどの答弁にあ
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りました公共施設総合管理計画と同様に、市を取り巻く状況に大きな変化がありましたら、

こちらも適宜対応したいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 時間がないので終わりますけれども、この公共施設総合管理計画は長期財政計画とリン

クさせて計画されているわけです。今のご答弁にあったように、この公共施設総合管理計

画、長期の財政計画、それから総合管理、公共施設をどのように管理していくのか、そう

いうものが定められたわけですけれども、それと全く関係なしにこの問題は作られている

と。要するに、今度の当初予算がそういう計画に基づいてきちんとされているのかどうか

が非常に疑問なわけです。そういう意味で、なぜこの土地買収を、本来であればボールパ

ークが決まれば補正で対応する、それから総合運動公園の中身が決まれば、もしかしたら

縮小して民有地を買わなくて済むかもしれない、そういう計画になるかもわからないわけ

です。そういうことがきちんと決まってから然るべく土地買収をするのだと。それが通常

の予算のルール、手順なわけですけれども、予算の手順を変えてまで急いで行う意味が私

にはよくわからないわけです。そういう意味では、この土地買収について今後透明で公正

な取り扱いを、議会としても注視していきたいと考えております。以上で終わります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 予算審査特別委員会に引き続きまして、施設管理委託について、それから国民健康保険

について、介護保険について、以上 3つについてお伺いいたします。 

まず施設管理委託についてでありますけれども、庁舎の清掃委託や案内業務、電話交換

業務委託、警備業務委託等を長期継続契約として 2 月 22 日入札、3 月１日契約を行ってお

りますけれども、なぜ予算成立前に入札契約を行わなければならなかったのか、お伺いい

たします。この入札契約がどのような入札契約であったのかについてお伺いいたします。

最低制限価格や低入札価格調査が設定されたのかどうかお伺いいたします。これらの事業

従事者の賃金をどのくらいと把握しているのかについてもお伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 
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上野市長 

 板垣委員のご質問にお答えを申し上げます。施設管理委託についてでありますが、電話

交換及び案内業務委託、庁舎清掃業務委託、庁舎警備業務委託及び庁舎設備保全業務委託

につきましては、平成 30 年 4 月から 3 年間の長期継続契約を締結したところであります。

長期継続契約につきましては、地方自治法第 234 条の 3 の規定に基づき、法または条例に

規定する契約について、債務負担行為によることなく翌年度以降にわたる契約を締結でき

る制度であります。本市では平成 18年に北広島市長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例を定め、清掃業務など、継続的かつ年度当初から役務の提供を受ける契約

を対象に長期継続契約を締結してきたところであります。また、入札の執行及び契約の締

結につきましては、事務取扱要領を定め、新年度予算の示達後に行っているところであり、

今回の契約におきましては受託者の準備期間等を考慮して、本年 2月 22日に指名競争入札

を執行したところであります。 

次に、最低制限価格及び低入札価格調査についてでありますが、施設管理等の委託業務

におきましては、いずれの制度も導入をしていないところであります。 

次に賃金についてでありますが、受託者における賃金等の雇用条件につきましては、労

働関係法令に基づき労使合意のもと適正に決定をされているものと考えております。以上

であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 再質問いたしますが、まず来年度以降の長期継続契約を行った物品借入契約、役務提供

契約の契約数と契約金額は、合計でいくらになるのかお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 川口契約課長。 

 

川口契約課長 

 3 月 12 日現在で入札を執行いたしました長期継続契約につきましては、物品の借入契約

では 2件、契約金額が 50万 6,604円となっております。また役務の提供につきましては合

計で 13件、契約金額が 3億 1,315万 3,236円となっているところでございます。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 



H30.3.19【平成 30年度 予算審査特別委員会】総括質疑 

12 

 

板垣委員 

 答弁にもありましたように、新年度予算成立前でも入札や契約ができることにはなって

おりますけれども、やはりこれは予算成立後に行うことが望ましいのではないかと思いま

す。清掃委託など 3 月 22 日以降の入札でも、4 月からの業務執行は可能ではないかと思い

ます。例えば深川市では、当該長期契約に関わる予算案は議会の議決を得た日以降に行う

ものとすると規定しています。実際うちのように議会の予算審議を軽視するような要領を

改めるべきではないかと思いますが、お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 川口契約課長。 

 

川口契約課長 

 お答えいたします。市長答弁の繰り返しにはなりますが、長期継続契約につきましては、

地方自治法第 234 条の規定に基づきまして、物品の借入れ及び役務の提供を受ける契約の

うち、条例で定めるものにつきまして、債務負担行為を設定しなくても複数年の契約がで

きることとして、平成 18年度に条例を制定しております。この制定にあたりましては、当

時、議会のご理解を得た中で、平成 19 年度より運用しているところでございます。また、

入札の執行及び契約の締結につきましては、事務取扱要領を定め、新年度予算の示達後に

行っているところであり、今回それぞれ行いました契約におきましては、受託者の準備期

間等を考慮して、本年 2月に指名競争入札を行ったものでございます。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 申し上げているのは、その条例まではいいのです。条例は法令に基づいた条例ですから

いいのですが、要領で勝手に予算案が示達されれば、それ以降はやってもいいということ

では、議会の予算審議が何だったのかとなるのではないですか。例えば清掃委託では 3月 1

日に年間委託費 2,462 万 4 千円、年間に換算しますとこの契約になったのですが、今日こ

の金額での採決があればともかく、なぜ契約金額よりも 334 万 4 千円も高い 2,796 万 8 千

円の予算を我々が採決しなければいけなかったのか。非常に不合理だと思います。警備予

算についてもそうです。1,283万 1千円の予算を組みながら、契約は 1,166万 4千円、既に

116万 7千円の差が出ているわけです。例えば清掃委託は 2,462万 4千円で契約されている

ならば、その予算にすればいいのではないですか。契約されているのに、なぜわざわざ 2,700

万円の予算を我々は組まなくてはいけないのか。本当におかしいです。少なくとも今言わ

れたような準備期間云々ということであれば、この準備期間が必要だからこうさせて下さ
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いと議会に丁寧に説明するべきではないですか。なぜそういうことを怠っているのですか。 

 

尾崎委員長 

 川口契約課長。 

 

川口契約課長 

 お答えいたします。議会議決前に入札執行及び契約を締結した案件で、予算額より落札

価格がかなり下回っているというご指摘でございますけれども、あくまで設計金額を積算

します上では、予算の範囲内の額で積算し入札を執行しております。このことから落札額

が予算額を下回ったことにつきましては、あくまでも入札を執行いたしました結果であり

ますので、その辺をご理解いただければと思います。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 全然理解できないです。契約が決まっているのに、なぜそれを 300 万円も 400 万円も上

回る予算措置をしなければいけないのか、全く理解できないです。その辺をきちんと理解

できるように、よく考えてやって下さい。 

それから役務提供入札は月額記載で行われたようですが、これは事務取扱要領に反する

のではないですか。 

 

尾崎委員長 

 杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 この度の入札にあたりましては、長期継続の期間中に消費税率の改定が見込まれており

ますことから、税率改定時の変更契約を不要とするため、契約書に消費税額を明記せず、

消費税法等に基づき別途加算すると記載することを想定していたものです。事務取扱要領

におきましては、予定価格は原則として年額で設定することとしておりますが、この場合、

税込み額を計算する際に、年間の契約額と支払い月額において消費税の端数調整が生じる

場合がありますことから、調整の必要がない月額入札としたものであります。以上であり

ます。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 
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板垣委員 

 これは来年 10月からですか、消費税が変わった時点でやればいいのではないですか。変

わる前からそんなことを想定して、わざわざ要領の原則に従わないで、年額でやるべきと

ころを月額に変えるなんてしなくてもいいわけです。現に以前はそうでしたよね。5％から

8％に変わったときの契約はどうだったか。平成 25 年の契約は年額できちんとやっていま

す。しかもこの要領には 3 カ年の契約金額も書かなければいけないとなっていると思いま

すが、そういうような契約も平成 25年度はきちんとやっています。ですから、今回のこの

契約もそういうことをきちんとやってもらいたかった。もしそれがだめであれば、今回は

特例でこうなりますと事前に広く知らしめるべきだったと思います。そのような事務取扱

を今後きちんとしていただきたいと思います。清掃委託などにおいて最低制限価格や低入

札価格調査の設定がされていないのは本当におかしいと思います。北海道では最低制限価

格制度をとっています。そしてその改定を今年も行って、例えば直接人件費の率を 90％か

ら 92％に引き上げて、事業従事者の方々の労賃が不当に低くならないように、少しでも上

がるようにしているわけです。こういうことを踏まえて、やはりダンピングも異常な低価

格を押さえるための最低制限価格、あるいは低入札価格調査制度を導入すべきでないかと

思いますけれども、再度見解をお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 川口契約課長。 

 

川口契約課長 

 お答えいたします。最低制限価格や低入札価格制度につきましては、建設工事におきま

しては、地方公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査基準のモデルにより示さ

れた率を基に算出しているところであります。しかしながら管理委託業務におきましては

現在見積りによる積算が多く、低入札制度や最低制限価格制度に馴染みづらいものと考え

ておりますことから、本市におきましては現在適応していないところであります。以上で

す。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 清掃委託などは見積もりでされているとのことですが、いつまでそういう見積もりに頼

るのですか。もう本当にいい加減にしてもらいたいと思うのですが、札幌市あるいは北海

道、元より釧路市、その他の地域でも、きちんと国土交通省あるいは道の単価に基づいた
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積算をやっていますよね。見積もりということは、うちがいつまでたっても独自の積算が

できないということですか。できるだけの能力を持ち合わせていないと。大変残念なこと

ですよね。いつまでもそのような能力のままでいいのかどうかですよ。その点をしっかり

と考えていただきたいと思います。 

従業員の賃金等についても申し上げますけれども、2017年、当市は実態調査をしました。

そのときの清掃委託等の従事者の賃金は最低賃金ぎりぎりの 788 円という状態ですよね。

今、最低賃金は 820 円ですか、上がっていますけれども、そういう最低賃金で働かざるを

得ない労働環境を変えていくためにも、やはり公契約条例の制定が必要であると思います

が、これについて見解をお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 佐々木会計室長。 

 

佐々木会計室長 

 お答え申し上げます。賃金の決定につきましては、あくまでも受託事業者が決定する内

容でありますが、各種委託業務の契約書におきまして、最低賃金法、労働基準法などの法

令遵守の条項を設けておりますことから、適正な賃金が支払われているものと考えており

ます。また公契約条例につきましては、現在道内で条例を制定している自治体は旭川市の

みと、大きな広がりが見られているとは言えない状況と考えております。従いまして、今

後も引き続き全国的な動向や近隣自治体の状況など注視しながら、情報の収集に努めてま

いりたいと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 契約先が決めることでうちは関係ないでは済まされないと思います。清掃や警備業務に

携わっている方々の賃金が、待遇が少しでも改善されるように改めていかなければならな

い。そのための公契約条例を是非検討していただきたいですし、今年から労働契約法も変

わりまして、5年以上の契約については無期転換のルールが適用される形になっております

から、あわせてこの無期転換ルールについても公共事業従事業者がしっかりと法にのっと

った形で対応できるように監視を強めていただきたいと思いますし、契約条項にも必要な

条文を盛り込んでいただきたいと強く申し上げておきます。 

続きまして、国民健康保険についてお伺いいたします。厚生労働省は昨年 9 月に都道府

県単位化により急激な保険料上昇を防ぐため、市区町村による国保の法定外繰り入れを当

面容認する姿勢を示したと報じられております。また、北海道は本年 1 月の資料で道が示
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した市町村標準保険料率と市町村が決定する保険料率との主な違いとして道が示したもの

は、法定外繰り入れ等を入れていないけれども、市町村が決定する保険料率には法定外繰

り入れを入れることがあるとしていることについての見解をお伺いします。また、被保険

者保険料の増額抑制のために一般会計繰り入れを行った場合、国や道からのペナルティが

科されるのかどうかもお伺いします。国保の均等割について、この前の代表質問でも永井

委員が取り上げておりましたけれども、埼玉県ふじみ野市では第 3 子以降の均等割りの全

額を減免して、その分を市が負担することとしています。少子化対策の大変大きな目玉に

しています。当市でもし第 3 子以降の均等割全額免除をするとすれば、何世帯何人が対象

となり、免除合計額がいくらになるのかお伺いします。また、国保税軽減の相談が寄せら

れた場合、どのようなアドバイスをしているのかもお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 国民健康保険についてでありますが、平成 30年度からの都道府県単位化にあたり、国で

は保険料の急激な上昇を抑えるため、当面は一時的な財源補てんを容認するとともに、都

道府県に対し緩和策を講じるよう要請したものであります。これを受け、北海道では財源

補てんを目的とする繰出金については、解消・削減すべき赤字額としたうえで、平成 35年

度まで対前年比 2％を超える部分について激変緩和措置を講じたところであります。このた

びの国保税の改正におきましては、北海道からの激変緩和措置を受けたうえで、法定外の

繰出しとして、特定健診等の保健事業を一般会計の負担とし、さらに低所得者の負担軽減

を図るなど、標準保険料率を基に税率の改正を行うこととしたものであります。また、財

源を補てんする繰出金につきましてはペナルティはありませんが、解消・削減計画を策定

し、北海道に報告をしなければならないこととなっております。 

次に国保税の均等割についてでありますが、本年 2 月末時点の国保加入者のうち、第 3

子以降に該当する方は 62 世帯 82 名であり、均等割額を全額免除をした場合の影響額とい

たしましては、約 126 万円となるものであります。また国保税に関する相談につきまして

は、解雇、倒産等により離職した方に対する保険税の減額などの法律で定められている軽

減制度や、公私扶助や所得激減などの条例で定めている減免制度などについて、相談者の

状況に応じて制度説明を行うとともに、相談内容によっては他の部署との連携を図り、適

切に対応しているところであります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 
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板垣委員 

 国保税値上げによる加入者負担増、総額はいくらになりますか。 

 

尾崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 板垣委員の再質問にお答えいたします。総額では不足が見込まれる金額の約 3,378 万 1

千円になります。以上であります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 ご答弁いただきましたように、約 3,400 万円を一般会計から繰り入れることは、当市の

財政にとって難しいことではないと思います。国民健康保険制度は社会保障の 1 つですか

ら、この社会保障の観点から行うべきことを強く申し上げたいと思います。 

それから第 3子以上の均等割免除の場合、医療分、後期高齢者支援分と合わせると 2万 8

千円の減額になるかと思うのですが、2 割、5 割、7 割減免を相殺しても、答弁では 126 万

円で 82人ですから、1人あたり 1万 5千円、1世帯あたりおよそ 2万円の減額になります。

当市の負担 126 万円、そんなに大したことではないです。先ほどの質疑にもありましたよ

うに、清掃委託では予算が 300 何十万円も減っているわけですから。それを充てれば済む

ことで。しかしながら、その世帯にとっては年間で 1 万 5 千円とか 2 万円の減額になるわ

けですから、非常に大きいわけです。国保税の均等割について、東京都議会でも 2017年第

1回定例会で、子どもの均等割の負担軽減を求める意見書を採択しております。全国知事会

でも子育て支援の観点から子どもの均等割の軽減を要請していますけれども、是非実現し

てもらいたいですが、これについて再度見解をお伺いします。 

 

尾崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 板垣委員の再質問にお答えいたします。第 3 子に対する国保税の均等割の減免について

でありますが、均等割は所得金額の多寡に関わらず国民健康保険に加入している者すべて

に等しく負担していただくものであります。国民健康保険の減免につきましては、国では

保険税の免除において画一的にすべきではないものとしており、また北海道の国保運営方
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針におきましても、保険税減免について、現在の市町村における運用に十分配慮しながら

標準化を進めることとしておりますことから、本市としましては、市独自の新たな免除は

現在のところ考えていないところであります。先ほど他の自治体のお話もありましたが、

基本的には北海道の運営方針に基づいた形で実施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 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

子育て支援という点から、やり方はいくらでもあると思います。1万 5千円を別途支援す

る形で、その分の保険料をいただく形で、均等割も含めた保険料をいただく代わりに 1万 5

千円なりを負担するとか、そのような助成制度も考えられるわけですから、是非それらに

ついて検討していただきたいと思います。 

次のテーマに移ります。介護保険についてお伺いいたしますが、2015年度と 2020年度を

比較しますと、第 6 期と第 7 期を比較しますと、要介護認定者は 3,161 人から 3,702 人、

1.17 倍になるのに対して、訪問介護は 1.21 倍、訪問看護、介護予防訪問看護は 1.96 倍で

す。訪問リハ・介護予防訪問リハは 1.71 倍、通所介護・通所リハビリテーションは 1.21

倍、短期入所は 2.05倍など、事業の伸びを大きく見込み過ぎているために、給付費が膨ら

んでいるのではないかという点についてお伺いいたします。第 6期の収支についてですが、

第 6 期ではおよそ 3 億円の剰余金積立と答弁をいただいていたかと思うのですが、このほ

かに第 5 期から第 6 期に移るにあたって、道からの財政安定化基金をおよそ 8 千万円借り

ていたわけです。これも返済しているわけですから、この分を含めますと 3 億 8 千万円程

度の剰余結果になったのではないかと思います。これが同じ保険料体系の下で第 7 期も行

くのであれば、3年間で 1億 5千万円の赤字になることは考えにくいのではと思います。こ

れについてもお答えをいただきたい。介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事

業・任意事業の国と道の支出割合は所定通りであったのか、お伺いいたします。第 7 期で

は是非実現したいとのことですが、本当に実現してもらいたいのですが、定期巡回随時対

応型訪問介護看護事業についてお伺いいたしますが、この事業では国や道の自治体の支援

は施設整備だけなのでしょうか。運営の支援も是非必要だと思いますけれども、見解をお

伺いいたします。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 
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 介護保険についてでありますが、給付費の推計につきましては、第 7 期介護保険事業計

画の策定にあたり、これまでの要介護認定者数及び介護給付費等の実績を基に、国から示

された算定方法により推計を行ったところであります。当該計画期間中におきましては、

要介護や認知症となる可能性の高い後期高齢者が増加することから、介護給付費は増加す

る推計となったところであります。 

次に、第 6期の収支の状況についてでありますが、平成 27年度及び 28年度決算により、

介護給付費準備基金に約 1 億 9 千万円の積立を行ったところでありますが、計画策定時に

見込むことが困難であった介護予防日常生活支援総合事業への移行、法人の事情による介

護療養病床の転換、さらには認知症対応型共同生活介護事業所等の開設の遅れなど様々な

要因により、介護給付費等が推計を下回った結果によるものであります。 

次に国等の負担についてでありますが、地域支援事業交付金交付要綱等に定められてい

る割合に基づき、交付されているところであります。 

次に定期巡回随時対応型訪問介護看護事業についてでありますが、北海道による介護サ

ービス提供基盤等整備事業により、施設を整備する事業者を支援することとしているとこ

ろであり、運営費の支援につきましては対象となっていないところであります。以上であ

ります。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 少し細かい数字が出て申し訳ないのですが、再質問いたします。サービス利用者に加え

て 1 人あたりの給付費も多めに見ているのではないかと思います。介護報酬単価が訪問看

護の身体介護では 564 単位から 575 単位に引き上げられるわけですが、生活援助や通所介

護ではこの報酬単価は引き下げられます。これらの影響を加味した予算なのでしょうか。

お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 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。介護報酬につきましては、要介護度によって単価が異なること、

また利用回数によっても増減することから、1人あたりの介護給付費が大きく増減すること

となります。今回第 7 期介護保険事業計画策定にあたりましては、厚生労働省が示した地

域包括ケア見える化システムを用いておりまして、平成 30年から適用される改定後の単価

により算出しているところであります。以上です。 
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尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 その報酬単価の違いも入っているのかなと思いますけれども、利用者 1 人あたりの給付

費を見ますと、6期の場合と 7期の場合の比較が難しくて私はあまりできないのですが、訪

問介護では 1人あたりで換算しますと、2018年 4万 8,900円だったのが、2020年には 5万

2 千円になるとのことです。それから短期入所生活介護では、2018 年 8 万 7 千円だったの

が、2020 年には 9 万 9 千円に増えるのですが、これも高く見過ぎているのではないかと思

いますが、いかがですか。 

 

尾崎委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 繰り返しになる部分もあるのですが、第 7 期介護保険事業計画の介護給付費の推計にあ

たりましては、要介護度別の利用者に利用回数を乗じて算出しておりますので、適正なも

のであると考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 定期巡回型についてお伺いいたしますけれども、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業

所の設置は、近隣ではどのような状態になっているのでしょうか。 

 

尾崎委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 お答えを申し上げます。本年 2月末現在でございますけれども、北海道内では 15の保険

者で 89 カ所設置されており、近隣では札幌市が 59 カ所、千歳市が 2 カ所、江別市が 1 カ

所、石狩市が 1カ所、以上であります。 

 

尾崎委員長 
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 板垣委員。 

 

板垣委員 

 設置されても運営が非常に難しい状況だと思います。例えば、昼間の訪問介護は 1 人で

できても、深夜になれば 1人での対応は非常に危険が伴い難しくなります。真冬であれば、

私が実際に経験したことから申し上げますと、深夜、玄関前の除雪から始めなければなら

ないので、例えばこの辺に事業所を構えている人が西の里の利用者さんのところに行くの

に片道だけでも 30 分から 40 分くらいかかる、それから除雪をして玄関を開けて入らなけ

ればいけない、もう大変な状態です。従いまして、30 分なり 1 時間の介護報酬では採算が

合わないと漏らしておりましたけれども、合うわけがないですね。追加の補助、運営費補

助などを検討するべきではないかと思いますけれども、お伺いします。 

 

尾崎委員長 

 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。訪問介護においては、例えば体重の重たい利用者さんにヘルパー

が 1 人で対応できない場合などは、複数のヘルパーが訪問するケースがございますけれど

も、その際は 2 人分の費用を請求することができることになっておりますが、今回募集い

たします定期巡回随時対応型訪問介護看護は、月額報酬制となっておりますことから、仮

に複数のヘルパーが訪問したとしても、報酬を増額して請求することはできない仕組みに

なっております。また、介護従事者の不足が課題となっておりますので、実態としまして、

夜間に複数のヘルパーが訪問することも非常に難しいと考えております。事業所の開設後

において、事業者との連携は確保しなければならないと考えております。以上です。 

 

尾崎委員長 

 板垣委員。 

 

板垣委員 

 そういう困難に直面することはもう目に見えていますから、是非その辺をあらかじめ検

討していただきたいと思います。今の答弁にありましたけれども、介護の人材確保ですけ

れども、厚生労働省は再就職準備金制度を設けています。介護福祉士などの資格を持った

人が再就職する場合には 20万円の準備基金を支給し、2年間働けば 20万円の返済は不要と

いう制度のようです。是非これも市が率先してＰＲするなりして、人材確保に努めていた

だきたいと思います。また、保険者機能強化推進交付金、都道府県と市町村を合わせて国

では 200 億円を用意しているとのことですから、これも是非、有効活用していただきたい
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と思うのですが、この辺についての見解をお伺いして終わります。 

 

尾崎委員長 

 三上高齢者支援課長。 

 

三上高齢者支援課長 

 お答えを申し上げます。まず人材確保にかかるお話ですけれども、新年度、市としまし

ても介護、障がい、保育といった職場において、人材確保が困難なことから、新たな事業

を開始する予定としております。国や道の制度もございますことから、しっかり連携をし

ながら、より有効な人材確保に繋げてまいりたいと思っております。 

保険者機能強化推進交付金につきましては、本年の秋ぐらいに国から内示額が示される

予定と伺っておりますが、使途については市町村が決めることができると伺っております

ので、有効な活用を図ってまいりたいと考えています。以上です。 

 

尾崎委員長 

 以上で日本共産党、山本博己委員、板垣恭彦委員の総括質疑を終わります。 

続いて公明党、藤田豊委員。 

 

藤田委員 

 公明党の藤田豊でございます。今回の予算審査特別委員会で 40項目ほど質問をさせてい

ただきましたが、そのうち 2項目にあたって是非とも市長の所見を伺いたいということで、

総括質疑に通告をさせていただきました。では通告に基づきまして早速質問に入りたいと

思います。 

まず 1点目は、地域まちづくり推進事業であります。平成 18年に市長公約の地域まちづ

くり推進事業は、各地域で大いに受け入れられ、スタートの年では予算に対する執行率が

99％のスタートでした。その後、次第に執行率が下がり、平成 24年度以降は執行率が 50％

を切る状態が続いています。先日の予算審査特別委員会の質疑において、私は平成 30年度

の予算編成にあたり、地域まちづくり推進事業の見直しはしたのかという質問に対して、

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他の制度との整

合性や持続可能な制度とするため、様々な改正素案を検討したとの答弁がありました。こ

れらの検討は、この事業を継続するための前向きな検討と考えているのか、改めて市長の

見解をお伺いいたします。 

2点目は救急車の適正利用についてであります。市民の命を守る本市の救急車の年間出動

回数は、平成 26年は 2,170回、27年は 2,022回、28年は 2,140回と、1日の救急車の平均

出動回数は 5.9回となっております。一方、救急車による病院収容時間、119番通報から病

院に収容するまでに要した時間の平成 26 年から 28 年までの 3 カ年の本市及び全国の平均
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を見ますと、平成 26年は本市は 44.3分、全国で 39.4分、平成 27年は本市は 43.8分、全

国で 39.4 分、平成 28 年は本市は 45.6 分、全国で 39.4 分となっており、全国平均と比較

して 4分から 6分間、到着に時間がかかっている現状があります。理由といたしましては、

市内に 3 次救急医療機関がないため、札幌市などの市外の病院に搬送することが多いため

です。特に脳卒中の初期症状に見られるろれつが回らない、手足が痺れるなどの症状が見

られる場合、本人はもとより周りの人も躊躇することなく救急車を呼び、できるだけ早く

病院に運ぶことがその後の症状の改善に大きく影響いたします。つまり、早期発見、早期

治療がその後の生活を大きく左右します。ゆえに、本市の消防署に配備してある救急車 2

台と予備車 1 台の適正利用がますます求められています。本市の消防では、その対策とい

たしまして、広報きたひろしまによる正しい救急車の利用方法のＰＲのほか、救急車の適

正利用を呼びかけるステッカーを市内の公共施設や大型商業施設の掲示箇所数を拡大して

きた結果、市民のタクシー代わり等の利用が次第に減り、適正利用の効果が上がってきて

いると思います。さらなる効果を上げるために、現在、市内の公共施設のトイレ等でステ

ッカーが掲示されてない施設はどこで、今後の掲示の取り組みはどのようにするのか、お

伺いいたします。以上で 1回目の質問終わります。 

 

尾崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。まず始めに、地域まちづくり推進事業につい

てでありますが、この事業は地域の住民等が自主的に行うまちづくり活動について、地域

の特徴を活かし、その魅力を高めることを目的とするもの、地域コミュニティの活性化を

図るもの、地域の課題の解決を図るものを対象として、平成 18年度に制度を創設し、助成

を行ってきたところであります。制度を開始してから 12年が経過し、制度内容等につきま

しては、地域に浸透しているものと考えておりますが、近年は活用件数などが少ない状況

にありますことから、利用しやすい制度となるよう検討を行ってきているところでありま

すが、今後につきましても地域の自主的なまちづくりに対する助成制度に向け、引き続き

検討を進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、救急車の適正利用についてでありますが、救急件数の増加に伴い、平成 26

年度から公共施設や大規模な商業施設に対しまして、ステッカーやポスター等を配布し、

掲示をお願いしているところであります。庁舎におきましては、デジタルサイネージに加

え、戸籍窓口にあります電子掲示板や、待ち合いスペースのリーフレットスタンドへのチ

ラシの配架など、来庁される方の目に留まるような取り組みを行ってきているところであ

ります。今後につきましても、適正利用の啓発を図るため、様々な機会を通じてＰＲ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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尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは再質問させていただきます。まちづくり推進事業についてであります。市長か

らも 30年度に向けて検討をするとありましたが、この事業の利用条件において、申請団体

の費用負担 3 分の 1 は申請団体が負担をするという条件になっておりますが、この見直し

を変えないとするならば、地域コミュニティの活性を図るものの提案については、例えば

同一事業の定着と育成を図るために、現在は 2 回まで続けて認めるとなっておりますが、

これを見直し、回数の拡大をしてはどうか。また、節目の事業は何十周年という原則 10年

単位としてまいりましたけれども、これを 5 年の節目に認めてはどうか。このようなご要

望が私どものところに寄せられております。こういったことも含めて、今後の検討の方向

性についてご説明をお願いします。 

 

尾崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 藤田委員の再質問にお答え申し上げます。地域まちづくり推進事業についてでございま

すけれども、先ほどのご質問にもありましたとおり、平成 24年度以降、助成件数それから

助成金額とも制度創設時点と比較いたしまして、少ない状況となってございまして、その

要因の 1つといたしまして、利用がしづらいという意見を伺っているところでございます。

見直しの検討にあたりましては、これまでも内部で検討を進めてきておりますけれども、

制度創設時の基本的な考えであります地域の課題解決、地域の魅力向上、それから地域コ

ミュニティの活性化に繋がる自主的な活動への支援を基本に、まず利用のしやすさの観点

から検討を進めさせていただきまして、ただいまご提案のありました条件面の緩和などの

視点も含めまして、また関係者からのご意見を伺いながら、見直しを行ってまいりたいと

考えているところでございます。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

藤田委員 

 わかりました。この事業に関しましては、ご承知のとおり、スタートの数年は非常に執

行率が高かったということで、地域に受け入れられた事業であると思っております。そう

いうことから含めまして、この 30年度には是非とも、申請団体がアイディアを出しやすい
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そういったものになるよう、是非検討していただきたいと思います。これは非常に各地域

の、そういう意味でさらに利用したいという意欲のある事業でありますので、そういうこ

とを含めて前向きに、良いアイディアが出るように、ご検討いただくことを要望して、こ

の質問は終わります。 

続きまして、救急車の適正利用を呼びかけるステッカーについて、2点ほど確認の意味を

込めてお聞きします。市長の答弁では、新庁舎はトイレなどにはステッカーなどを表示せ

ず、サイネージを活用して市民周知を図るとのことですが、新庁舎は 1 階から 5 階まであ

りますけれども、具体的な掲示方法はどうするのか、確認の意味を込めてご説明お願いし

ます。 

 

尾崎委員長 

 山口消防署長。 

 

山口消防署長 

 藤田委員の再質問にお答えいたします。デジタルサイネージを利用した掲示につきまし

ては、1階および 5階のほか、市長答弁にもありましたとおり、来庁される方の目に留まり

ますよう、各フロアのサイネージを利用してポスターを表示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 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 もう 1 点、確認の意味でお聞きいたします。現在、既にステッカーをはっていただいて

いるところがありますが、私も何カ所か目にすることがあるのですが、新しく配布したも

のをはっているところで、以前のものをはがしたときに糊が残って、壁を汚しているケー

スがいくつかで見られました。今後こういったステッカーの材質を見直して、はがすとき

に糊が残らないようなもの、せっかく掲示する協力に対しましてもそういうところに対し

ても、その辺の配慮があってもいいと思うのですが、今後の取り組みはいかがでしょうか。 

 

 

尾崎委員長 

 山口消防署長。 

 

山口消防署長 

 再質問にお答えいたします。汚れが残りやすいステッカーについてでありますが、ご協
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力いただきました施設におきましても同様の例がありましたことから、今後につきまして

は建物に配慮し、比較的粘着力が弱く、またはがしやすいものに変更してまいりたいと考

えております。以上でございます。 

 

尾崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。最後になりますけれども、本市の消防は、この病院収容時間で全国平均

と約 4 分から 6 分ほどまだ開きがあります。そういう意味では、タクシー代わりの利用は

もうほぼ落ち着いてきたというか、収まってきたのかと実感しておりますので、今後は病

院収容時間が 1 分でも短くなるように、そういった意味で、市民への適正利用の呼びかけ

と、消防の救急体制の強化を一層図っていただくことを要望して質問終わります。 

 

尾崎委員長 

 以上で公明党、藤田豊委員の総括質疑を終わります。 

以上で総括質疑を終了いたします。 

 討論及び採決を行います。 

初めに、議案第 21号、平成 30年度北広島市一般会計予算の討論を行います。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 21号、平成 30年度北広島市一般会計予算を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

尾崎委員長 

 起立全員であります。 

議案第 21号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第 22 号、平成 30 年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算の討論を行い

ます。 

通告がありますので発言を許します。 

永井桃委員。 
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永井委員 

 それでは私は 2018年における国保特別会計予算案に反対の立場で討論いたします。 

新年度から国保制度改定による都道府県単位化で、財政の運営主体が市町村から都道府

県に移行し、北海道から各市町村に割り当てられた納付金は 100％納付することになります

が、各地で国保料、国保税の引き上げが問題となっております。当市においても、2015 年

度及び 2016 年度の 2 年連続の引き上げに続き、2018 年度では最大 3.6％、平均 2.8％も引

き上げられることが明らかになっております。そのうえ今後 2022年まで 5年間も引き上げ

が続くこともわかっております。今でさえ高すぎる保険税をさらに増税されることになっ

ては市民生活が一層困窮に陥ることになり、市は市民負担を強いらないための施策を講じ

ることが求められていますが、予算質疑において軽減のための案が示されなかったのは非

常に残念であり、遺憾であります。私たち共産党は、かねてより国保税の軽減策として、

一般会計からの法定外繰入で支出を補てんすることを求めてきました。その理由として、

厚労省は減免対策などを自治体判断とし、この度の制度改定で保険税が改定前により著し

く増加しないよう方策の検討を要請していること、国保制度は国民健康保険法第 1 条で、

国保事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とす

ると規定しており、社会保障の一環であることからであります。一般会計からの繰り入れ

で支出を補てんすることは十分合理性を持っております。市のこれまでの法定外一般会計

繰入金の決算推移では、2013年までは 2億円以上ありましたが、2014年では 1億 5千万円、

2015 年は 1 億 4,800 万円、2016 年では 2,370 万円削減しています。市は 2018 年度の予算

質疑において、一般会計繰入予算額を 5,824 万円計上していますが、軽減対策分としての

法定外繰入は行わないとのことであり、これは納得できかねないものであります。市はこ

の度の改定において、低所得者や多人数世帯の負担増を軽減するとのことですが、市の資

料の保険税額比較表を見ても、例えば所得 60 万円の介護なし 1 人世帯が、最大増加率の

3.6％で 2,300円増、7割、5割、2割軽減の対象外となる所得 200万円の夫妻、子ども 3人

世帯では、増加率 2.2％の 7,200円増と、大幅な負担増となるのは明らかです。特に介護な

しの 1人世帯の税率の増加率幅が 3.4％から 3.6％と他の世帯よりも大きくなっていること

は、非正規雇用や不安定な収入で生活している 1 人暮らしの市民にとって、今以上に支払

いが困難になり、滞納せざるを得ない状況にもなりかねません。一般会計からの法定外繰

入を行い、さらに 2015年以前のように繰入金を 1億円以上に戻し、国保税の引き下げを図

って市民負担を減らすべきです。また、総括質疑でも示されたように、当市が埼玉県ふじ

み野市のように、多子世帯への軽減対策として、第 3 子以上の均等割免除を行った場合、

対象者数は 62世帯 82人、免除額合計は 126万円、1世帯あたり約 2万円安くなることから

も、市の持ち出しがこれだけの金額で済むのであれば、子育て支援充実のために、均等割

免除の拡大も図るべきです。市は市民生活と社会保障の確保及び、それらを充実させる取

り組みに努めるべきであることを述べ、国保特別会計予算案についての反対討論とします。 
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尾崎委員長 

 中川委員。 

 

中川委員 

 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について、賛成の立

場で討論を行います。 

平成 30 年度、国民健康保険制度が大きく変わります。昭和 36 年以降、国民皆保険制度

の基盤となる仕組みとして、その役割を果たしてきたところであり、急速な高齢化の進展

や低所得者層の増加、被保険者の高い年齢構成と医療水準などといった構造的な問題を抱

えており、小規模の市町村保険者では財政運営が不安定となり、財政赤字を抱える保険者

も多く存在している状況にあります。北海道においても、1 人あたり所得で最大 22 倍、医

療費で 2.6 倍の格差が生じている実態もあります。こうした課題を解決するため、国は国

保財政の支援を拡充するとともに、財政運営を都道府県単位に拡大し、都道府県が市町村

とともに国保の運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などに中心的な役割

を担うこととしたものです。都道府県単位化に伴い、財政運営の責任主体となる北海道で

は道内市町村と一体となって、事務の広域化や効率化を推進できるよう国民運営の統一的

な方針として、北海道国民健康保険運営方針を策定しています。道内市町村においては、

この方針に基づき、平成 30年度から国保運営を北海道とともに行っていくことはすでに承

知しているところであります。平成 30年度国民健康保険特別会計予算においては、財政運

営の責任主体である北海道が算定した国保事業費納付金をはじめ、保険給付に必要な費用

等が計上された新たな財政運営の仕組みとして、北海道の運営方針に基づいたものであり

ます。また、市においては国保加入者の負担軽減や健康の保持増進、医療費適正化のため

の保健事業などに配慮されているものと理解しています。平成 30年度から新たに国保の都

道府県単位化が始まり、国民健康保険が持続可能な医療保険制度として構築されることを

期待いたしまして、賛成の討論といたします。 

 

尾崎委員長 

 ほかにございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

 以上で討論を終わります。 

 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を採決いたします。

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 
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尾崎委員長 

 起立多数であります。 

議案第 22号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、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の討論を行います。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

 討論なしと認めます。 

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を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

尾崎委員長 

 起立全員であります。 

議案第 23号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 24号、平成 30年度北広島市霊園事業特別会計予算の討論を行います。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 24号、平成 30年度北広島市霊園事業特別会計予算を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

尾崎委員長 

 起立全員であります。 

議案第 24号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 25号、平成 30年度北広島市介護保険特別会計予算の討論を行います。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 25号、平成 30年度北広島市介護保険特別会計予算を採決いたします。 
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本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

尾崎委員長 

 起立全員であります。 

議案第 25号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 26 号、平成 30 年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算の討論を行いま

す。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

討論なしと認めます。 

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を採決いたします。 

本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

尾崎委員長 

 起立全員であります。 

議案第 26号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 27号、平成 30年度北広島市水道事業会計予算の討論を行います。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

討論なしと認めます。 

議案第 27号、平成 30年度北広島市水道事業会計予算を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

尾崎委員長 

 起立全員であります。 

議案第 27号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 お諮りいたします。 

当委員会の審査の経過と結果の報告につきましては、正副委員長に一任願いたいと思い

ます。 
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ご異議ございませんか。 

(「なし」と呼ぶものあり) 

 

尾崎委員長 

 ご異議なしと認めます。 

委員会の審査報告については、正副委員長に一任と決しました。 

以上で、当委員会に付託された案件の審査は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

ご苦労様でございました。 

 

 

 

 

午前 11時 33分 

 

 

委 員 長  尾 崎 弘 人 


