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議事の経過

中川委員長
おはようございます。
ただ今から、決算審査特別委員会を開会いたします。
消防署長から、発言を求められておりますので、これを許可します。
本田署長。

本田消防署長
おはようございます。
本日、総務費の決算審査の前にお時間をいただき、ありがとうございます。
昨日の消防費の審査において、藤田委員から、平成 30 年度のドクターヘリ要請の中で 1 月から 3 月までは何
回かというご質問がありましたが、誤った要請回数を答弁しましたので改めてご回答します。平成 30 年度、1 月
から 3 月までの要請回数は、１月４回、２月１回の合計 5 回要請し、２月の１回はフライト医師の到着後に死亡
と判断され不搬送となっていますので、実績は４回ヘリ搬送となっています。

中川委員長
引き続き、本日の日程は、配付済みの審査方法等協議資料のとおりであります。各委員にご協力をいただき、
日程どおり審査を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
審査に入る前に、質疑の方法について、確認いたします。質疑は、提出いただいた通告に則り行っていただき
ます。回数は 3 回までといたします。
質疑の順番は挙手していただき、委員長が指名した順となります。通告をしたすべての委員の質疑終了後に、
各委員は 1 項目のみについて、質疑を行うことができます。但し、回数は 1 回といたします。
なお、総括質疑を行う場合は、留保する必要がありますので、その旨を宣言されますよう、お願いいたします。
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また、質疑は簡潔にお願いし、答弁者におかれましても、簡潔に答弁されますよう、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、許可いたしております。
それでは、引き続き、議案第 23 号 平成 30 年度北広島市各会計歳入歳出決算認定についてを議題といたしま
す。質疑される委員は、決算書のページなど、どの部分の質疑になるかを明確にしてから、質疑をお願いいたし
ます。
初めに、一般会計の総務費のうち、総務管理費の出張所費、企画費の企画総務費のうち、住み替え支援事業、
空き家流動化促進事業、子育て世代マイホーム購入サポート事業及び、リユース住宅活用サポート事業、コミュ
ニティ施設管理費、生活バス路線確保対策事業及び、生活バス路線利用促進事業を除く交通対策費、市民生活費、
エルフィンパーク運営費、広聴費、戸籍住民基本台帳費の質疑を行います。
どなたかございませんか。
山本委員。

山本委員
私からは、市民生活費の市民協働推進事業についてお尋ねします。まず、決算書 119 ページ、主要施策 75 ペー
ジになります。主要施策の報告書を見ると協働推進会議 3 回、
市民フォーラムは 1 回しているということですが、
このほかに市民協働の協働提案事業や公益活動での補助事業などがあると思います。それらの事業実績について
お示しいただきたいと思います。
また、特定非営利法人の設立認証を行っているということですが、具体的に認証実績はどうなっているのかお
聞かせ願いたいと思います。

中川委員長
近藤市民参加・住宅施策課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
まず、事業の実績についてですが、昨年の市民協働推進事業については、委員からもお話があったとおり、推
進会議 3 回、市民協働フォーラムを１回行っています。市民協働フォーラムでは、協働についての基礎的な部分
やＮＰＯ法人についての講演のほか、協働事業を実施している団体からの事例紹介等を行っています。
また、協働事業提案制度、公益活動事業補助金についてですが、昨年は、こちらのうち協働事業提案制度にお
いて 2 件の申請が出ています。こちら協働事業のプレゼンテーションや審査を行った結果、2 件の申請のうち１
件の提案について採用され、今年度から事業を実施されているところです。
また、もう一つの公益活動事業補助金については、平成 30 年度に申請はなかった状況となっています。もう一
点、ＮＰＯ法人の設立認証件数ですが、昨年は新規の設立認証が 2 件ありました。

中川委員長
山本委員。

山本委員
これらの事業評価をどう考えるのかお聞きしたいのですが、一つは協働提案事業はずっとゼロだったのが、一
般質問でも取り上げさせていただきましたけれども、平成 30 年度で 1 件出てきたのは喜ばしいことだと思いま
すが、全体として協働提案事業も数が少ないと思います。公益活動への補助もゼロですし、この市民協働フォー
ラムは 1 回されていますが、参加者 23 人ということなので全体として一つは市民活動団体の活性化を図るため
の取り組みをもっと強化する必要があると思います。特に私が見る限りでは全体的に活動されている方の高齢化
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が進んでいるということで、世代継承というか若い人たちを含む公益活動参加者の増加が必要だと思いますが、
そういった取り組みも含め政策効果に対する評価をお伺いします。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
今、委員のお話のとおり、昨年実施している団体の意識調査の中で課題として多く出ているのが、まずは会員
の高齢化 62.6％、また運営スタッフの確保と会員の増加という課題が多くの団体から出されている状況となって
います。現在、会員の高齢化などによって運営の拡大といったことよりは、運営の特に人員の確保が団体では厳
しい状況になってきていると私どもも認識しています。今後については、お話のあったとおり特に若い世代等を
こういった団体で活動していただけるような、人員の育成といったことにも十分に力を入れていかなければいけ
ないと考えています。昨年のフォーラム開催時も、各ＮＰＯ団体には声掛けをさせていただいて、なるべく多く
フォーラムにご参加いただきたいと活動を行ったところですが、参加人数としては 23 人ということで、まだ満足
いく状況ではなかったと認識しています。
また、補助事業についてもお話がありましたが、昨年は制度が始まって以来の 2 事業目の採用となりましたけ
れども、制度開始がだいたい平成 22 年からですので制度はまだ十分に運用されていないということで、まだまだ
力を入れて頑張りたいと考えています。

中川委員長
山本委員。

山本委員
人員確保については認識しているということで、育成に力を入れていく具体的な方策等はどう考えられている
のでしょうか。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
今現在、具体的な取り組み等をお示しすることはできませんが、協働事業の指針が策定されてから 10 年経つ状
況となっていますので、今後この指針の改正も視野に入れていろいろ検討しているところです。そういった中で
も今お話させていただいた人材育成など含め、今後検討させていただきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
青木委員。

青木委員
私から、企画費のうち、子育て世代マイホーム購入サポート事業について質問させていただきます。当初、フ
ァーストマイホーム支援事業からスタートし、現事業である子育て世代マイホーム購入サポート事業に発展的に
移行していると認識していますが、ファーストマイホーム支援事業スタート時から平成 30 年度までの決算金額
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の推移についてお知らせいただければと思います。
中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
当初のファーストマイホーム支援制度と子育て世代マイホーム購入サポート事業の年間の推移について、まず、
ファーストマイホーム支援は、平成 26 年度から制度を開始しています。実績、決算額については、平成 26 年度
の申請件数 50 件、助成額 2,500 万円。平成 27 年度の申請件数 166 件、助成額 8,300 万円。平成 28 年度は申請件
数 188 件、助成額 9,400 万円。そして、平成 29 年度は 12 月までがファーストマイホーム支援制度となっていま
して、12 月までの申請件数 146 件、助成額 7,300 万円となっています。また、平成 30 年 1 月からは、子育て世
代マイホーム購入サポート事業で 3 カ月の期間ですが、申請件数 26 件、助成額 1,400 万円。平成 29 年度、両制
度を合わせると申請件数 172 件、助成額 8,700 万円。また、平成 30 年度は、申請件数 195 件、助成額 9,780 万円
と推移しています。したがって、これまでの総申請件数 771 件、助成額 3 億 8,680 万円となっています。

中川委員長
青木委員。

青木委員
再質問させていただきます。現在本事業の周知は、どのような方法をとられているのでしょうか。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
これまで行ってきた制度の周知方法として、市内の公共施設、また近隣のＪＲ駅にポスターを掲示させていた
だいています。また、市内の不動産事業者も含めた北海道の不動産に関連する各協会、また建設業、金融機関に
パンフレットを配付し備え付けていただいています。このほか、市の広報やホームページ、新聞、雑誌などにも
掲載したほか、北広島市に転入届の手続きをされた方に対してパンフレットを配付するなどの周知に努めたとこ
ろです。

中川委員長
青木委員。

青木委員
先ほどご答弁いただいた、決算金額並びに申込件数の推移を見ても、年々、申込件数、また金額についても非
常に効果を上げていると受け止めることができると思います。本事業は、子育て世代の当市への移住、また、特
に高齢化が進む北広島団地への移住を促進するものとして大変重要だと認識しています。市として、今後もこう
いった事業を継続していく、また制度内容をさらに手厚くしていくお考えがあるのかどうかお伺いします。

中川委員長
近藤課長。
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近藤市民参加・住宅施策課長
今後の制度継続についてですが、本制度は、新たに住宅を購入される方に対して購入費の一部助成するもので
す。現在、地域によっては不動産購入の需要に対して供給が間に合っていないというお話も伺っていますので、
今度は土地の流動を含めた形も強化していかなくてはいけないとの認識もございます。今、具体的にこの事業を
ずっと継続していくかどうか、なかなか明言できないところですが、今年度も実施しておりますので事業を進め
ていく中で、ほかの空き家対策や流動化など他の住宅施策も含め今後、総合的に検証していきたいと考えていま
す。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
人見委員。

人見委員
私も青木委員と同じ項目で、子育て世代マイホーム購入サポート事業、決算書 107 ページ、報告書 71 ページに
ついて質問させていただきます。告知の方法は今、青木委員の質問によって答弁をお聞きしました。市の人口を
増やすこともそうですが、若い世代、特に子どもの世代が増えることが市の発展には欠かせない事業なので、市
にとっても非常にいい事業だと思っています。今答弁でお聞きしたところ、道内に関する告知はされていますけ
れども、道外に対しての告知はどうなのかお尋ねします。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
告知方法については、不動産事業者を通して住宅を購入される方がほとんどと考えていますので、先ほどお話
させていただきました北海道の不動産の各協会にパンフレットを配布しています。ただ、それが全国の協会等に
配布できるかというと、直接は正直なところ難しい状況ですが、その不動産協会の中の全日本不動産協会北海道
本部には、パンフレットを配布しています。できる限り全国いろいろなところに周知できるような形では考えて
いますし、また、市のホームページ等にも掲載しています。多くの方が見て制度を知っていただくことを想定し、
事業を行っているところです。

中川委員長
人見委員。

人見委員
今回のマイホーム購入サポート事業の対象は、基準額 30 万円のほかに 4 つの項目についてプラス 10 万円ずつ
ということで、最大 70 万円と理解しています。その中で、特に 18 歳以下の子どもを持つ家庭に対して 10 万円と
いう項目がありますが、親が 50 歳未満の家庭という縛りがあったと思います。ただ、今は晩婚の状況で 30 代も
しくは 40 代で結婚されることで、50 代になっても小さなお子様のいる家庭が少なくはないと思います。そう考
えた時には、50 代というよりはせめて例えば 55 歳とかの間口を広げるような形の検討もされてはいかがでしょ
うか。
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中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
現在、ファーストマイホーム支援制度から継続して 50 歳ということで、今回の補助金は今のところずっと継続
していますが、今お話をいただいたとおり、50 歳がいいのか、またそれ以上にするのがいいのか今すぐ変えるこ
とは考えていません。これからの申請状況も多く検証しながら、今後に向けて考えていきたいと思っています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
鶴谷委員。

鶴谷委員
私からは、リユース住宅活用サポート事業についてお尋ねします。決算書 107 ページ、報告書 71 ページです。
この事業は、北広島市で生活するために市内の中古住宅を取得した方を対象として、リフォーム費用の一部を助
成しているものです。先ほどの答弁にも出た既存住宅の流動化の活用や定住促進にもつながるということですが、
このリユース住宅活用サポート事業は市内のどの地域で利用されてきたのか、あと家族の年代はどのようになっ
ているのかをお伺いします。また、今年度の申請状況はどのようになっているのかをお伺いします。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
リユース住宅活用サポート補助金についてですが、平成 30 年度からスタートした制度となっています。そし
て、初年度となりました平成 30 年度の交付申請は 10 件でした。また、お話がありました地区別の件数では、東
部地区 3 件、大曲地区 1 件、そして団地地区が 6 件という内訳になっています。また、年代についてというお話
でしたが、把握しているのが家族全員というよりは申請者の方の年代になりますが、30 代の方 3 件、40 代の方 4
件、50 代の方 2 件、そして 60 代の方 1 件という内訳になっています。

中川委員長
鶴谷委員。

鶴谷委員
地域と年代についてはわかりました。今後に向けて、効果の検証と継続内容の見直しなど、まだ始まったばか
りで無いかもしれませんが、改めて見解についてお伺いします。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
この制度の目的としては、中古住宅をご購入いただいて、流動化を図ることがまず一つあります。
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そして、昨年からの補助ですが、10 件分の予算を取らせていただき、10 件の申請があったということです。あ
と、今年も既に 9 件の申請をいただいている状況で、現在のところ昨年と同等数になると予想しています。
今後、市の空き家も担当していますので、空き家の部分でいうと少なからず空き家の数は増えてくる傾向であ
ると認識しています。空き家の解消、定住促進なども含めた形ではこうした中古住宅を有効に活用していただく
のが、どちらの対策にも良いと現在のところ考えています。
検証については、始まったばかりですので、年齢別で見てもばらつきがあり、傾向はまだ見られない状況とな
っています。今後も色々な情報を受けながら、どういった方法が良いのか総合的に含めて、検証していく必要が
あると考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
永井委員。

永井委員
空き家対策事業について一点伺います。決算書 119 ページ、報告書 61 ページです。当初予算額に対しての決算
額があまりにも低いので、成果的なものや効果的なものが現れてきていないのではないかと思いますが、その理
由について伺います。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
予算額に対しての決算額が低い差異の理由ということと思いますが、空き家対策事業については、予算額が全
部で 1,136,000 円を計上させていただいております。今回、これに対しての決算額が 19 万 4,000 円となった差
異の理由についてですが、主なものとしては、まず一点目として報酬と旅費の部分があります。予算の段階では、
空き家対策推進協議会 1 回分と特定空き家が発生した場合に開催する、空き家等対策審議会 2 回分として 16 万
6,000 円を計上していましたが、昨年は特定空き家に該当する発生がありませんでしたので、審議会 2 回分の金
額は未執行となっています。
二点目も同じような理由となりますが、緊急安全措置と特定空き家が発生した場合の特定空き家等調査委託、
この二つの委託費として 87 万 8,000 円を計上しています。しかしながら、昨年執行した部分でいうと、緊急安全
措置にかかる委託料 4 万 9,680 円のみとなっていたことから、委託料についても 82 万 8,320 円の執行残が発生
したことになっています。この 2 点が予算額に対する決算額の大きな差異の要因となっています。特定空き家は、
建物自体の傾斜が 5％以上になっている、または、基礎や壁などが破損状況の要件を満たすことによって認定さ
れることになっています。要件を満たすかどうかは、委託にかけて行わなければいけないこともあり、当初は委
託料として付けていました。平成 30 年度は台風などもありましたが、倒壊の恐れがあるような空き家の発生は幸
いなかったということで、こちらにかかる費用が未執行になっていることでの差異となっています。

中川委員長
永井委員。

永井委員
市の資料を見ると、空き家件数自体は前年度よりも 7 件ほど増えています。平成 29(2017)年度末で 303 件だっ
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たのが、平成 30(2018)年度末では 310 件と増えています。また、地区ごとでは団地地域が平成 29(2017)年度と平
成 30(2018)年度末で 113 件というのが変わっていません。特に、団地地域の空き家に対する対策などが、どのよ
うに行われているのか詳しく伺いたいと思います。
また、対策推進協議会は 1 回のみ開催ということですが、これは何か理由があって 1 回のみとしているのでし
ょうか。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
一点目、地区別の空き家の関係について、数については今お話がありましたとおり、平成 30 年度末、全市で
310 件ということで市のほうで捉えています。そのうち、113 件が北広島団地で、お話がありましたとおり、平成
29 年度末と件数が変わらないというところです。詳しい資料はお持ちしていないのですが、昨年 1 年間で 18 件
程度は北広島団地地区の新しい空き家として市では把握しています。なぜ総体が変わっていないかというと、18
件分の空き家が解消されプラスマイナスゼロで総体数が 113 件という状況です。増える部分については、毎年い
ろいろと事情があって空き家が増えてくるのは、どこの地区でも同じですが、それに対して同じ件数分の解消が
されているものに対しては、先ほどからお話しさせていただいた空き家の流動化が図られたものです。今、私ど
もで解体の補助金とかもしています。解体の補助金についても、北広島団地地区がほかの地区から見ると、少し
多い申請件数となっていますので、対策としては、空き家の苦情等があれば、もちろんその都度お伺いして所有
者にご連絡させていただくという対応はしているところです。件数だけで見ると空き家も出てきていますが、そ
の分流動化も進んでいるものと認識しています。
もう一点は、空き家対策推進会議についてです。こちらは空き家対策計画に基づき、昨年度は 1 回開催し、計
画の進捗状況や、１年間の空き家の苦情処理状況などを審議していただき、いろいろとご意見をいただく活動を
行っているところです。

中川委員長
永井委員。

永井委員
確かに、課長がおっしゃるように私が住んでいる町内でも新しい家が目に見えて建ってきており、若い子育て
世代が引っ越してきているのを実感しています。やはり、空き家自体が減っていないことが今後の課題になると
思います。ぜひ、空き家対策の推進協議会の開催を増やすなどして、空き家の数を減らしていくための政策をも
っと進めるべきではないかと思いますが、見解がありましたら伺います。

中川委員長
高橋市民環境部長。

高橋市民環境部長
空き家対策の部分については、課長から先ほど答弁させていただいたとおり、まずは発生させない。それから、
適切な管理をしていただいて、特定空き家になって、近隣に迷惑をかけさせないというのが一番重要だと思って
おります。併せて、先ほどからいろいろとご質問いただいていますが、定住の促進に向けた対策として、空き家
を解体して流動化を進めさせていただき、新たな展開という部分は必要になってくると思っています。空き家対
9
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策の協議会については、空き家の解消という部分に特化した委員会ですが、それに向けた計画は市が作っていま
すので進捗状況についてはご報告させていただいています。併せて、空き家を含めた市の住宅施策の総合的な部
分については、委員会も含めて、ご報告やアドバイスなどをいただければと思っていますので、空き家を含めた
住宅施策全体の中でいろいろと考えていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
大迫委員。

大迫委員
一点だけ、119 ページの空き家対策事業について、近藤課長ばかりで大変ですけれども、空き家の苦情は 26 件
とありますが、その内容について教えていただきたいと思います。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
平成 30 年度にあった、空き家等の苦情 26 件の内容について申し上げます。テレビアンテナが倒れている。ま
た、屋根の鉄板がはがれているなど、昨年 9 月 5 日に発生した台風によると思われるものが 6 件、屋根の上の煙
突の破損や外壁の一部剥落など、翌日の 9 月 6 日に発生した地震によると思われるものが 4 件、屋根からの落雪
に関するものが 5 件、その他草木の繁茂によるものが 4 件。また、スズメバチの巣の駆除が 3 件、窓ガラスが割
れているなど、防犯に関するものなどが 3 件。そして、最後になりますが冬期間の強風による屋根のはがれが 1
件という内容になっています。

中川委員長
大迫委員。

大迫委員
この苦情の解消は、担当部署から持ち主に対し、いろいろと改善してくださいと話はするのでしょうが、管理
者が北広島市からかなり遠くに住んでおり、すぐ来られない場合は、どのように対処するのか。誰に頼むと、そ
の苦情を解消していただくことができるのか、改善手段は何があるのか教えていただきたいと思います。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
苦情等があった空き家に対する処理の内容ですが、直ちに職員が現場に向かい、場合によっては通報いただい
た方と一緒に現地を確認して、まずは状況の把握をする形となります。状況の確認後に空き家の所有者を探索す
る形になりますが、今お話がありましたすぐ近くに住まわれている方、遠くに住まわれている方、そしてご連絡
先がすぐわかる方、わからない方などいろいろな事例があります。空き家対策の法律ができて、それ以降課税の
状況、税の状況等のいろいろな情報を市で調べられるようになっていますので、一番早くご連絡がつく電話番号
をまず調べる形になっています。電話でつながるようなら、すぐに状況をお話しさせていただきますが、今お話
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がありましたとおり、ご自分でできないものもありますし、親戚に依頼して対応していただくこともあります。
あとは、近くにおられないと、業者に頼む場合にもどこに頼むのか、なかなか難しいというお話をご相談いただ
くこともありますので、そういった場合は、市の建設業協会や連携宅建業者などのご紹介もできる旨のお話をし
ながら、いろいろと探していただいて対応いただくのが現在の状況となっています。

中川委員長
大迫委員。

大迫委員
民間業者の方を紹介されるのはいいですが、法律もできましたので、その前に年一回くらいは空き家の状況を
確認して適正な管理をしてもらいたいと思います。そのために、見回りだけでも低料金でできないかと以前から
提案しています。シルバー人材センターによる空き家の管理もご提案させていただいていましたが、シルバー人
材センターとの協議を進めていくというお話でした。現在の状況はどうなっているのかお聞きします。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
これまでも、いろいろと議会でお話いただいて協議を進めてきました。これまで、シルバー人材センターと空
き家の維持管理に関する協定について協議をずっと行ってきていますが、現在は協定の締結に向けた課題として、
シルバー人材センターから人員の確保、車両の確保等と伺っています。現在、この課題解決に向けてシルバー人
材センターでもご検討いただいている状況ですので、市としても引き続きセンターと協議を行っていきたいと考
えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
稲田委員。

稲田委員
二点お伺いします。決算書 115 ページ、報告書 51 ページの交通安全推進事業です。市民全体が一体となった交
通安全運動を展開するとありますが、最近、高齢者の痛ましい交通事故が全国的に問題となっています。北広島
市の平成 30 年度の交通事故数と負傷者数をお伺いします。
二点目、コミュニティ施設整備事業です。決算書 115 ページ、報告書 74 ページです。備品の計画的更新内容と
進捗状況をお伺いいたします。

中川委員長
志村市民課長。

志村市民課長
まず、北広島市の平成 30 年中における交通事故発生件数は 145 件となっています。
計画的備品更新の進捗状況について、市が対応する部分としては二通りあります。一つ目、地区センターが 7
施設ありますが、地区センターの備品については市が直接更新をしています。こちらについては、予算の範囲内
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で緊急性の高いものから更新する形で各施設の指定管理者と協議しながら選定し整備いたしました。なお、平成
30 年度においては、防衛省の交付金をいただけたこともあり、各施設に網戸を設置したほか、プロジェクター、
スクリーン、ガスコンロ等も設置したところです。
もう一つ、市民課所管の住民集会所については、施設を管理する団体、自治会等々が整備する備品に対して市
の補助があります。これは、補助規則で 15 品目になっていますが、補助基準額に基づき、購入費の二分の一を補
助する制度です。平成 30 年度は、15 団体に対して 89 万 9,900 円の補助を行い、ストーブやテーブル当の備品を
予算の範囲内で整備していただいたところです。
また、毎年予算編成前の 10 月、まさに今の時期ですけれども、予算要求する過程の中で維持管理団体の皆様に
対して補助の要望を伺い、予算要求する課程の中で緊急度の高い要望について、過去の整備状況等も踏まえなが
ら、施設で行う活動に支障をきたさないことを目指し、支援を行っております。

中川委員長
稲田委員。

稲田委員
交通事故が 145 件とのことでした。夕方、点灯していない車を見かけますし、これから日が短くなります。ま
た、雪で視界が遮られることも多くなります。そして高齢者の方はだんだんと歳を重ねると視力が落ちてくるこ
ともありますので、市民からデイライト取り組みの要望はありましたか。それから、もしありましたら、それは
どのように実行されたでしょうか。

中川委員長
志村課長。

志村市民課長
まず、デイライト運動について、平成 30 年 4 月に行われた官民一体で交通安全運動を展開する団体として、会
長が北広島市長の北広島市交通安全運動推進委員会総会でデイライト運動を進めてはどうかというお話が 1 件あ
りました。このデイライト運動は、平成 15 年から北海道でも実施しており、北広島市は厚別警察署管内ですの
で、その取り組み事業の一環として進めていましたが、点灯率が一時期に比べて低下している実態がありました
ので、その総会において、改めて交通安全意識の高揚と事故防止を図るためにデイライト運動の推進に取り組む
ことを図ることになりました。それを受けて、市役所内部に向けてのデイライト運動、例えば公用車の時などの
実施強化の呼びかけを行ったほか、市のホームページや交通安全担当の広報セーフティ北広島と交通安全情報な
どの広報、また、交通安全の指導車を走行する際にスピーカーによる周知を行ったり、交通安全教室でも呼びか
けるなど、各種機会を通じて実践について啓発してきたところです。デイライト運動の一層の浸透と定着を図る
ことについては、まだまだという部分もありますので、ほかにも市内各地域、職域の民間団体、商工会や工業振
興会の事業所会員の皆様にも、去年から運動の呼びかけを行っているところです。

中川委員長
稲田委員。

稲田委員
今朝、登庁するときバス停に飲酒運転撲滅ののぼりがたくさん翻っていましたが、やはり常時、目につく広報
というのが大切だと思います。エルフィンパークもありますし、展示する場所はいろいろありますので、通年で
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季節を問わず市民の目に触れるような広報活動をぜひお願いしたいと思いますが、見解を伺います。
中川委員長
志村課長。

志村市民課長
デイライト運動のみならず、今おっしゃられた飲酒運転撲滅など交通安全に対する広報活動は、いろいろな機
会を通じて継続して続けていくべきであると思います。そういった部分で交通安全を充実させていく取り組みの
実施に今後も努めていきたいと思います。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
それでは、簡潔に 5 点ほどお聞きします。まず、総務費コミュニティ施設管理費、112 ページから 115 ページ。
毎回聞きますが、市役所本庁舎ができて空調設備ができ、これから、一般的な施設の執務にはエアコンが標準装
備になっていかなければならないと市民もみています。そういう意味で、平成 30 年度までの市民課所管の施設
で、事務室等々のエアコン設置状況は、どこまで進んだのか説明をお願いします。
2 点目、市民生活費平和推進事業、117 ページ。平成 30 年度の事業参加者数と効果はどのようなものだったの
か、どう分析しているのかお聞きします。
同じく市民生活費市民法律相談事業、平成 30 年度の実績と毎回広報誌に掲載後どれくらいで予約がいっぱい
になっているのか、実態をお聞きします。
それから、市民生活費街路灯整備支援事業、117 ページ。平成 30 年度までの町内会設置のＬＥＤ街灯の普及率
と普及すればするほど電気代が安くなることになりますから、市と町内会の電気代節減効果はどのようになって
いるのか、どう分析しているのかお聞きします。
最後に市民生活費市民協働推進事業の地域まちづくり推進事業、平成 30 年度のこの事業の実績と締め切った
あとに予算が余っていれば、それをプールして再度事業を募集すると制度が変わっていましたが、その平成 30 年
度の利用状況はどうだったのかお聞きします。

中川委員長
志村課長。

志村市民課長
まず、エアコンの設置状況ですが、市民課が所管する地区センターである、東記念館、団地住民センター、広
葉交流センター、ふれあい学習センター、西の里会館、大曲会館、農民研修センターの 7 施設のうち事務室にエ
アコンが置かれている施設は、ふれあい学習センターのみとなっています。
平和事業の関係については、平成 30 年度は、例年実施している普及・啓発等の事業のほかに、平和都市宣言 30
周年の節目を迎えましたので、従前どおり市民団体の皆様とも連携して記念事業を実施しています。平和都市 30
周年記念事業も含めると、まず、平和都市宣言プレートの作成を行い、市役所本庁舎 2 階の平和の灯の横と平和
の灯公園に設置いたしました。また、平和標語作品展を企画して、1,155 作品の受付と表彰式を行い、その展示
も行いました。
さらにそのほか、例年実施しております平和パネル、ビデオ、書籍等の貸し出しについては、市内の学校 3 校
に貸し出ししています。
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被爆体験講話ということで、北広島市にゆかりのある被ばくを体験された方に来ていただき、市内 2 校で体験
講話を実施し、北の台小学校で 380 名、東部中学校で 460 名の方に参加していただきました。また、平和の折り
鶴の贈呈は例年どおり子ども大使の皆さんにお願いして広島県の広島平和文化センターに贈呈させていただきま
した。あと、夏にエルフィンパークの市民交流広場できたヒロシマ平和展、パネル展示をして、折り鶴のコーナ
ーも設けていますが、ここに先ほど申し上げた平和標語作品も展示させていただいたところです。また、秋には、
9 月ですが平和記念事業の一環として、パネル展、署名、読書コーナー等のほかに、アニメ映画の上映を行い、
こちらは 217 名の参加をいただきました。最後に平和標語作品展は、特別賞 8 作品、優秀賞 20 作品も選定して
11 月 10 日に昨年は表彰式を行いました。事業の効果としては、こういった取り組みを行って次世代を担う若い
世代の皆様、また多くの市民の方々に対して平和の大切さや戦争の悲惨さ、命の尊さを考えていただく機会にな
ったとものと考えるとともに、今後とも戦時体験を風化させることがないよう、戦争を知らない世代に平和の尊
さ大切さを継承していきたいと考えています。
続いて、市民法律相談の実績ですが、毎月 2 回で年間 24 回。定員は 144 名ですが、1 回の開催で上限 6 名とし
て受付をしています。平成 30 年度は、合計 124 名の方が相談を受けられ、定員となる 6 名の予約があった回数は
12 回となっています。この 12 回のうち 6 名の定員に達するまでの期間は最短 1 日、最長で 9 日間、平均的には
3 日間程度で定員に達しています。
また、平成 30 年度までのＬＥＤの街路灯普及率については、83.9％になっています。また、電気料金の節減効
果ですが、まず平成 30 年度の年間電気量全体額は、2,329 万 1,702 円で、市の補助額は 1,316 万 1,600 円。ま
た、維持団体の皆様のご負担額は 1,013 万 102 円となっており、昨年度の金額と比較したところ年間電気料金の
総額では 23 万 8,562 円。市の補助金は一昨年に比べて 9 万 8,100 円、団体側の負担額は 14 万,462 円が前年度よ
り下がり、この部分が節減効果といえると思っています。

中川委員長
近藤課長。

近藤市民参加・住宅施策課長
私からは、地域まちづくり推進事業に関してお答えします。平成 30 年度実績と当初申請を受け予算をプールし
た後の利用状況ですが、昨年の総事業件数は 12 件で助成額は 227 万 1,700 円となっています。そのうち 4 件が
追加募集によるものであり、助成額は 48 万 8,800 円となっています。また、地区別の実績としては、西の里地区
が 1 件で助成額 78 万 2,500 円、団地地区 6 件で助成額が 92 万 1,400 円、大曲地区 1 件で 7 万 9,000 円、西部地
区 3 件で 30 万 4,900 円、東部地区 1 件で 18 万 3,900 円という内訳です。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
再質問で 1 点、コミュニティ施設に関してお聞きします。今の説明では地区センター等が七施設あるうち、夢
プラザはエアコン付いており、六つの施設にははないわけですが、今後の整備の考え方、また現在の暑さ対策は、
各施設でどのように行っているのかお聞きします。

中川委員長
志村課長。
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志村市民課長
まず、現在の状況ですが、ふれあい学習センター以外の 6 施設は、昨年度末に一部取り付けができない場所を
除き、全施設に網戸を設置したところです。そういった対策で当面は何とか過ごしていただきたいと思っていま
す。現在、公共施設等の総合管理計画等の検討も進めていますので、各施設の延命化や複合化などにおいても、
検討していきたいと考えています。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
もう一点。これは、市民環境部全体の話になると思うので部長に答えていただけると思いますが、市内に 3 つ
の出張所とエルフィンパーク市民サービスコーナーがあります。日常的に市民が訪れる市民環境部の出先窓口の
エアコン設置状況等々含めて、市民の皆さんが利用する場所の執務の対策をどのように考えていくのか、現状と
今後の方向性を答えられる範囲でお聞きして終わります。

中川委員長
高橋部長。

高橋市民環境部長
各コミュニティ施設については、市民課長が答弁したとおりです。それ以外のエルフィンパークはエアコンが
設置されていますし、3 出張所はエアコンが設置されていない状況です。気温が高い日の対応としては、市民課
長が答弁した部分と重複しますけれども、地区センターは網戸を昨年設置していますので、網戸の窓や施設入り
口の自動ドアの開放、扇風機の活用などによって風通しを良くして対応している状況です。
地区センターも含め、
各出張所それぞれ施設の形態が大曲出張所のように単独の場合もありますし、西部のように農民研修センターの
中の一部ということもありますが、今後、公共施設等総合管理計画に基づき個別計画を立てていく中で各施設の
延命化や複合化を検討していかなければなりませんので、その中での対応になるものと考えています。ただ、当
分の間、さまざまな細かい部分が出てきた場合は、できる範囲内でその都度対応していきたいと考えています。

中川委員長
以上で、通告による質疑を終わります。
ほかに、ございませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
以上で、総務費のうち総務管理費の出張所費、企画費の企画総務費のうち住み替え支援事業、空き家流動化促
進事業、
子育て世代マイホーム購入サポート事業及びリユース住宅活用サポート事業、コミュニティ施設管理費、
生活バス路線確保対策事業及び生活バス路線利用促進事業を除く交通対策費、市民生活費、エルフィンパーク運
営費、広聴費、戸籍住民基本台帳費の質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。

11 時 00 分

休

憩

11 時 01 分

再

開
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中川委員長
休憩を解き、再開致します。
続いて、衛生費の保健衛生費の環境衛生費、火葬場管理費及び公害対策費、清掃費、霊園事業特別会計の質疑
を行います。
山本委員。

山本委員
まず、衛生費、有害鳥獣駆除対策事業、決算書 162 ページ、主要施策の報告書 45 ページについて、伺います。
農業被害と生活環境被害等特定外来生物の防除を行うという事業ですが、駆除鳥獣の内訳と事業の実施内容で具
体的な駆除生物と実施団体、それから、実施団体への事業費の対価の支払い方等について、お聞かせ願います。
もう一つは、霊園事業特別会計、決算書 310 ページについてです。前年度から事業費が減少しています。
それから、委託内容管理基金の目的と管理基金を取り崩している目的について、伺います。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
まず、有害鳥獣の平成 30 年度市全体駆除数等は、エゾシカについて出動日数 132 日で 125 頭、キツネが出動日
数 61 日で 38 頭、カラスは出動日数 116 日で 1,330 羽。それから、アライグマは箱わな 31 台で 141 頭となって
います。
それぞれの駆除方法について、エゾシカ、キツネ、カラスは猟友会にお願いしています。また、アライグマは、
当市の環境課で箱わなを設置して処理も行っています。
猟友会に対する謝礼ですが、エゾシカ、キツネなどの合計で 34 万 680 円を環境課の有害鳥獣駆除対策事業に
対して支出していますけれども、謝礼額については、有害鳥獣の駆除は出動 1 日単位で、それから、使用する弾
代などを基準にして積算していますが、対象とする鳥獣によって実際に行う作業内容や使用する銃器等も変わっ
てくることから、鳥獣の種類ごとに実費相当分を基本として積算しています。
続いて、霊園会計について事業費減少の主な理由としては、霊園内のスロープに手摺りを設置する工事を平成
24 年度から順次実施しています。平成 30 年度は、当初、9 月のお彼岸のあとにする予定でしたが、9 月 5 日の台
風、6 日の北海道胆振東部地震により、霊園内の倒木処理、お墓の倒壊調査などの対応で積雪前に工期を確保で
きなくなり、実施できなかったことによります。
次に、霊園管理委託の内容については、現場である霊園内の業務で、主に草刈りなどの芝生の管理、剪定等の
樹木管理、花の苗の植栽等の花壇管理、霊園内の巡回管理及び清掃業務となっています。
次に、管理基金と基金取り崩しの目的についてですが、北広島市霊園管理基金条例に基づき、管理料の適正な
有効運用を図るため基金を設置しています。また、取り崩しの目的ですが、霊園の一般管理費に充て管理運営し
ているものです。

中川委員長
山本委員。

山本委員
まず、駆除頭数は市全体ということで、農政課実施の鳥獣農作物被害防止事業については、月曜日に聞きます
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けれども、駆除頭数について重複する部分はあるのでしょうか。それと、駆除生物のどの部分が同じなのか、同
じではない部分があるのか、頭数の実績は重複する部分があるのかをお聞きします。
それから、霊園特別事業の財産ですけれども、積立金が平成 29 年度は 1 億 9,903 万円、今回、取り崩しになっ
て、平成 30 年度実績では 1 億 7,410 万円と減少してきています。この積立金の減少傾向について、今後どういう
傾向として見ているのかお伺いします。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
まず、有害鳥獣の駆除数は、農政課と環境課それぞれでわかれています。農政課所管では、主に農作物の被害
対策を行っており、環境課においては、生活環境被害や頭数調整、特定外来生物のアライグマの駆除となってい
ます。農政課と共通する部分のカラス、キツネ、鹿については、カラスは生活環境の保全ということで 15 羽、最
終処分場周辺の駆除ということで 479 羽、キツネは 26 頭、エゾシカは銃器によるものが 12 頭で、ほかにわなで
捕獲したものや迷い鹿などです。それから、環境課では交通事故で負傷しているエゾシカの止め刺しなども行い
ますので、それらを全て合わせてエゾシカは 27 頭となっています。
霊園の管理基金の対応については、現在、低金利等の影響で基金の利息等が見込めないことから減少傾向にあ
りますが、少子高齢化に伴う墓じまいや合葬墓への納骨による返還墓地等の再貸出しも含めた貸し出しによる永
代管理料、霊園管理の委託料など支出の収支バランスに左右されることから、今後の基金残高等の推移を見守り
ながら必要な時期に必要な検討をしていきたいと考えています。

中川委員長
山本委員。

山本委員
まず、先ほどの駆除頭数については、農政課と環境課との合計した数になるとのことですので。先ほど、再質
問で示されたのが、その中の環境課所管と理解していいですね。そうすると、確かに負傷した鹿となれば完全に
環境課となりますけれども、そもそも、鹿やアライグマ、特に、アライグマは外来生物であると同時に農作物の
被害も非常に増えている。住み分けというか、アライグマ自体がどういう被害を与えているのかが分かりにくい
というか、重複していると思います。事業としては、それぞれの事業費として計上して取り組むことは理解しま
す。特に、有害鳥獣駆除対策は道の委託事業も入っているということなので、必ずしもすべて一緒にすることが
できないのも理解できますが、有害鳥獣の数を減らすためには、もう少し対策を強める必要があると思います。
今の特定外来生物も含めて、駆除すべき鳥獣の推定数等については把握されていますか。もし、推定数を把握さ
れているのであれば、それを全体としてどう駆除していくかの目標があるのなら示していただきたい。それと、
農政部との事業強化のためにも、事業の再構築が必要ではないかと思いますが、お考えをお聞かせ願いたいと思
います。
もう一つ、霊園事業としては基金が非常に少なくなってくるので、全体としての事業の継続性がかなり問題に
なってくると思います。このままでいくと、どの位で事業の継続について検討をしなければならない時期を迎え
るのかお聞かせ願いたいと思います。それと、指定管理は、いまだにできていないと聞いています。指定管理自
体が本当に必要なのかについても、考えをお聞かせください。

中川委員長
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阿部課長。
阿部環境課長
まず、有害鳥獣の推定数は、北海道などで調査を実施しており、エゾシカについては、全道では減少傾向にな
ってきており、アライグマについては、増加傾向ということがありますので、事業の強化ということで、北海道、
近隣自治体、市の関係部署で連携を取りながら、今後より効果的な駆除対策を実施する必要があると考えていま
す。
霊園の管理基金の今後の推移ですが、先ほどもお話した、墓じまい、合葬墓への納骨等による返還等の再貸出
もありますので、現在の収支状況からいくと 10 年前後と見込んでいます。それから、指定管理制度の見込みです
が、平成 29 年 8 月に募集を行いましたが、応募が無かったために、平成 30 年度から導入を見送り、事業所等か
らの情報収集や募集要項などの検討を行うなど導入に向けての準備を進めてきていますが、今後も利用者の利便
性が向上するような管理方法について引き続き検討をしていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
島崎委員。

島崎委員
動物衛生等管理事業について伺います。決算書 163 ページ、報告書 45 ページです。まず、事業の内容につい
て、野犬掃討はゼロ件だったということですけれども、近年の推移と畜犬の登録件数、狂犬病予防注射の数の推
移、蜂の駆除についても近年の推移をお示しください。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
まず、動物衛生等管理事業の内容についてですが、畜犬登録管理として新規、死亡の事由等による台帳管理を
行っています。狂犬予防の推進として畜犬飼育者に狂犬予防注射の案内を発送し、予防注射を実施しています。
その他、畜犬の適正な飼育管理指導、迷い犬等の保護、野犬掃討、飼育外動物の回収、スズメバチ等の巣の駆除
を実施しています。
この中で野犬掃討については、ここ数年の実績等はありません。それから、狂犬病予防注射の件数は、平成 29
年度は 2,516 件、平成 30 年度は 2,466 件、平成 30 年度はマイナス 50 件となっています。スズメバチの駆除件
数は、自然界の生物ですので気温などの自然条件によって多い年、少ない年がありますが、平成 28 年度 142 件、
平成 29 年度 189 件、平成 30 年度 340 件で、平成 30 年度は少し増加しています。

中川委員長
島崎委員。

島崎委員
野犬は、昔、南の里や島松、輪厚のほうにいたと聞いていますが、最近 10 年ぐらい見られないということで、
事業としての負担はさほどないと思っていますが、気になるのは、スズメバチの巣の撤去、駆除件数が温暖化の
影響によって道内も非常に増えてきていることです。
市内や近隣市町村でも増えている状況だと聞いていますが、
当市の費用、それから申請者の補助金額を教えていただきたい。
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それから、事務事業評価を見ると平成 17、平成 18、平成 19 年と決算額と推進計画額が増えてきているように
見ています。今後、温暖化の影響が強くなって、他の都府県のようにスズメバチの駆除件数が増えるのであれば、
予算額も計上していかなければならないのか、その点は、どう考えているのか、お聞きします。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
まず、スズメバチの駆除費用の市民負担額については、平成 27 年度から新たな要項を定め、委託業者による駆
除サービスを提供する形として市民の負担額は全期間、どのような場所についても単一料金の 3,000 円となって
います。
それから、今後のスズメバチの駆除においては、営巣する場所にもよりますけれども、通学路、民家の近くな
ど危険な場所に巣を作ると市民の安全が第一と考えていますので、駆除に必ず対応できるような予算措置を行っ
ていきたいと考えています。

中川委員長
島崎委員。

島崎委員
スズメバチに関しては、今、阿部課長からあったように通学路等への影響、市民への影響が一番懸念されます。
近年、公園の中にスズメバチがいると何件か聞いていますので、当然、そのあと駆除に行っていると思います。
しつこくなりますが、都市公園の整備や伐採、笹払いなどをしっかり行わなければいけないと思います。最近、
公園の管理がどうなのかと。管理は、長期計画も含めて環境課とスズメバチをなるべく見落とさない、営巣しな
い方向で朽ちた木を撤去するとか、大きな木の根があるところは撤去するだとか、土にも巣を作りますけれども、
そういったことをしっかりと考えていただきたいことをお話しておきます。
それから、狂犬病予防と畜犬の登録ですが、室内犬が非常に増えていることで、狂犬病は 1956 年ごろから日
本で発症していないと獣医も話してしまうので、最近はアレルギーがあることから、飼い主も狂犬病予防注射を
しないという話も聞いています。その辺、畜犬の登録と狂犬病予防注射の数にかい離があるのではないかと思い
ますが見解を伺います。
それと、条例で定められているわけですから、しっかりと周知していく方法について、今後、どう考えている
のか聞いて終わります。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
まず、公園等におけるスズメバチの駆除は各施設管理者が行いますが、各管理者と協議を行いながら事故等が
ないよう方策を検討していきたいと考えています。
それから、狂犬病予防注射の周知については、今までも市のホームページ、広報、既に登録をしていただいて
いる方には 3 月末に狂犬病予防注射の案内を一斉送付しています。また、犬の登録等については、市内の動物病
院でも行うことができますので、動物病院などとも連携しながら周知していきたいと考えています。
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中川委員長
藤田委員。

藤田委員
それでは、この項目は 1 点だけお聞きします。保健衛生費、温暖化対策推進事業。これは平成 30 年度実績の
中で以前は太陽光、給湯、暖房が分かれていましたが、全部一つの事業に含まれたのだと思います。平成 30 年
度の具体的な申込み実績と効果、温暖化対策の効果を市としてどう分析しているのかお聞きします。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
平成 30 年度の補助実績ですが、太陽光発電システム設置補助が前年度より 2 件増の 13 件、190 万 2,000 円、
高効率給湯暖房機等の設置補助が前年度より 10 件増の 36 件で 112 万円となっています。
効果については、いずれの事業も温室効果ガス排出量の削減に寄与する機器の導入を支援することにより、地
球温暖化防止を図るものとなっています。太陽光発電については、平成 22 年度の開始から平成 30 年度までに
233 件、高効率給湯暖房機等については、平成 28 年度から平成 30 年度までに 75 件の導入を支援したところで
す。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
それでは、今後の見通しについて伺います。これを普及して、少しでも温暖化対策を図ろうということで補助
金を付けてＰＲもしていますが、市としての今後の目標は、太陽光であれば、何年先にはどの程度まで普及した
い、給湯であれば、どこまでもっていきたいなど、推進計画の目標に対して、今後どう取り組むのかをもう一度
お聞きします。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
太陽光発電等の目標値については、計画期間が令和 2 年度までとなっている、北広島市地球温暖化対策実行計
画において、住宅用太陽光発電システムの合計が 850 世帯、家庭用の高効率給湯機が 30％の家庭で導入という行
動指標を設定しています。太陽光発電システムは、国が公表している 10 キロワット未満の固定価格買い取り制度
の利用件数が今年度 5 月末現在 510 件となっています。ただ、この件数には固定価格買い取り制度を利用してい
ない件数が含まれていません。行動指標を設定している今の計画が令和 2 年度までとなっていますので、改定時
にアンケート調査等によって導入件数や割合等を把握し、目標達成等の検証を行いたいと考えています。

中川委員長
以上で、通告による質疑を終わります。
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ほかに、ございませんか。
鶴谷委員。
鶴谷委員
清掃費について 1 項目質問します。決算書 164 ページです。以前、一般質問でイベントごみ分別について取り
組みの提案をさせていただきました。先月、小学校のバザーで、ごみの分別を実施している様子を拝見しました。
学校のバザーを含め、この間のイベント等でのごみ分別の取り組みはどのように行ってきたのか伺います。また、
今後の計画についても伺います。
西部小学校のバザーでは、広い会場の真ん中に分別のごみ箱が設置されていましたが、声を掛けさせてもらっ
た時に市から指示があって設置したと聞きました。これは、指示による設置だけではなく、ごみ削減に向けた環
境を守る取り組みとして、啓発の視点があることを添えていただきながら取り組んでいただきたいと思いますが、
その点についてもお伺いします。

中川委員長
阿部課長。

阿部環境課長
まず、イベントごみの取り組みについては、前回の一般質問でいただきましたとおり、ふれあい雪まつりくら
いから市の職員が実際にお祭りのごみ箱の横に立って、ほぼ家庭ごみと同様の分別をしていただくようお声掛け
させていただき、啓発も含めた分別を実施しています。
それから、そのほかのお祭りに関しても各イベントの実施主体に対し、ごみの分別について、ほぼ家庭ごみと
同様に分けていただくよう可能な範囲でお願いして、ごみ箱のところに人を用意して分別をしていただく取り組
みを行っています。
その他、学校バザー等のイベントについても各関係機関にできるだけごみの分別を行っていただくようお声掛
けさせていただいています。今後も、ただ分別をするのではなくて、啓発的な部分も含め、できるだけごみの分
別を行っていただくように考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
(「なし」と呼ぶものあり)
以上で、衛生費の保健衛生費の環境衛生費、火葬場管理費及び公害対策費、清掃費、霊園事業特別会計の質疑
を終了致します。
暫時休憩致します。

11 時 33 分

休

憩

11 時 33 分

再

開

中川委員長
休憩を解き、再開致します。
次に、社会福祉費の福祉センター費、児童福祉費及び災害救助費を除く民生費の質疑を行います。
青木委員。

青木委員
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社会福祉費のうち福祉灯油特別対策事業について、お伺いします。決算書 129 ページ、成果報告書 13 ページで
す。昨年、4 年ぶりに福祉灯油特別対策事業を実施したと聞いています。まず、確認したいのは、報告書 13 ペー
ジにある事業内容の低所得者とは具体的にどのような定義をもって対象者になるのか。また、説明欄にある高齢
者世帯、障がい者世帯などの世帯定義もどのようになっているのか伺います。

中川委員長
渡邉福祉庶務担当主査。

渡邉福祉庶務担当主査
それでは、昨年度実施した福祉灯油特別対策事業の対象とする低所得者については、大前提として、世帯のす
べてが市民税非課税であることが要件となります。
次に、世帯の定義で高齢者世帯とは、70 歳以上の単身世帯のほか、複数世帯で 1 名が 70 歳以上、かつ、世帯
全員が 65 歳以上の世帯、世帯全員が 65 歳以上で世帯員に介護 4 または 5 の方がいる世帯となります。
次に、障がい者世帯とは、身体障がい者手帳 1 級、または 2 級、養育手帳 A 判定、精神障害者保険福祉手帳 1
級の手帳をお持ちの方がいる世帯となります。
ひとり親世帯としては、ひとり親家庭等医療受給者証、こども医療費受給者証または、児童扶養手当証の交付
を受けた方がいる世帯となります。
また、本市は、生活保護世帯についてもこの事業の対象としているところです。

中川委員長
青木委員。

青木委員
もう 1 点、本事業の実施に際し対象者への周知はどのように行ったのか、お尋ねします。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
本事業の周知方法としては、昨年、町内会、自治会への回覧を行うとともに、ホームページによる事業の周知、
広報、北海道新聞への記事の掲載に加えて、障がい福祉、介護保険サービスの事業者、社会福祉法人等へ事業の
周知を行っています。

中川委員長
青木委員。

青木委員
理解しました。灯油価格は昨年度に引き続き高い状況で推移しています。また、昨今の世界情勢を鑑みても原
油価格はこれからも高い状況で推移するものと予想されていますので、今年度の実施に関して現段階ではどのよ
うにお考えか伺います。

中川委員長
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三上保健福祉部長。

三上保健福祉部長
灯油の平均価格については、1 リットル当たり 92 円から 93 円程度で推移しており、昨年の同時期と比較する
と、若干、安価で購入できる状況になっていますが、今、委員からもあったとおり、9 月にサウジアラビアの石
油プラントが攻撃されたために生産量が減少するなど、価格が急騰するのではないかと報道され海外情勢が不安
な要素も見受けられるところです。冬期間の必需品である灯油価格が高騰した場合、低所得の市民が最も大きい
影響を受けることから、灯油価格の推移に注視して実施に向けた検討を行わなければならないものと考えていま
す。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
人見委員。

人見委員
4 点、質問させていただきます。
まず、決算書 131 ページ、報告書 22 ページ、ミニデイサービス支援事業についてです。特に、ミニデイボラン
ティア助成 13 団体について、1 団体当たりの交付金で最高、平均、最低、どのくらい支給されているのか。もち
ろん、ボランティアの人数によっても変わってきますが、お尋ねします。
二つ目、同じく 131 ページ、報告書 22 ページ。高齢者サービス支援事業の中で、除雪サービスについてです。
除雪サービスは利用が 264 世帯となっていますが、この中で独居世帯、または高齢者夫婦世帯の内訳と要介護認
定の有無などについてもあれば、お尋ねします。また、この申請はどのような方が行っているのか。例えば、本
人、家族、民生委員や介護従事者なのかについても、お尋ねします。
三つ目、決算書 135 ページ、報告書 19 ページ。障がい者地域生活支援給付事業についてですが、この制度を利
用できる方の範囲をお尋ねします。この中で実利用者数は、移動支援 101 人、日中一時支援 92 人ということです
が、実利用ではなく延べ利用者数をお尋ねします。
最後に、決算書 137 ページ、報告書 21 ページ。障がい福祉サービス事業について、特に障がい者、障がい児の
施設サービスには、入所や通所、グループホーム、ショートステイがあります。施設の数の関係で一番利用でき
にくいのが、ショートステイだと思いますが、市内のショートステイの定員がわかれば、お尋ねします。

中川委員長
青木高齢者福祉担当主査。

青木高齢者福祉担当主査
私からは、ミニデイサービス支援事業、除雪サービス事業についてお答えします。
まず、ミニデイサービス事業は 13 のボランティア助成団体があり、1 団体当たりの交付金は各団体の活動に応
じ活動日数、参加人数、ボランティア人数によって決定しています。交付金最高額の団体は 59 万 3,166 円、最低
額は 5 万 5,200 円、平均額は 26 万 3,567 円となっています。
除雪サービスのご質問ですが、利用のあった 264 世帯のうち独居高齢者は 217 世帯、高齢者夫婦は 33 世帯、身
体障がい者は 14 世帯となっています。また、要介護認定の有無については除雪サービス利用対象の要件としてい
ませんが、要介護認定等を受けているのは 135 世帯となっています。
また、誰が申請をされているかというお話ですが、前年度に利用している全利用者に対して地区福祉委員及び
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市の担当部署から本人に意向調査を行い、継続利用されるかどうかの確認をしています。また、新規で申請書を
提出される方の傾向としては、本人のほかご家族、民生委員、福祉委員、ケアマネジャーなどからとなっていま
す。

中川委員長
松本障がい福祉担当主査。

松本障がい福祉担当主査
私から、障がい者地域生活支援給付事業の対象者範囲と延べ利用者数についてお答えします。身体障がい者手
帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神通院に係る自立支援医療の支給を受けて
いる方、障がい者総合支援法に記載されている治療方法が確立していない疾病、その他の特殊な疾病であって、
政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である難病の方などが対象です。1 か月に 1
度以上利用したものを一人とした場合、平成 30 年度の延べ利用者数は移動支援 823 人、日中一時支援 779 人で
す。
次に、市内のショートステイ定員についてですが、市内の短期入所施設は 9 月末現在 10 事業所で定員数の合
計は、150 人です。

中川委員長
人見委員。

人見委員
では、再質問をさせていただきます。
まず、ミニデイサービスについて、今は健康寿命ということもありますが、国の福祉制度が縮小されていくよ
うな現状では、なかなか健康で生活を送っていくのが難しい状況になりつつあると思います。そういう意味でも、
介護予防は非常に大事です。私の知っている事業所で 13 団体のうちの一つは、今年度限りでミニデイサービス事
業を辞めるところもあると聞いています。こういう芽をつぶさない為にも、これからもこういった事業に対する
支援をお願いします。
次に、高齢者支援サービスの除雪についてですが、希望される方で昨年度まで継続されている方は受けやすい
と思いますが、新たに希望する方の場合は、どうしても障がい者が多かったり、高齢で自分で申請の方法がわか
らない場合もなくはないと思います。そういった意味で、もう少し告知の方法などをわかり易くしてはどうかと
思いますので、その点についてお尋ねします。
3 点目、障がい者の地域生活支援給付事業ですが、移動支援 823 人、日中一時支援 729 人ということでした。
確か、病院など通院の場合は適用外だったと思いますが、どういった場合に利用可能なのかについて、お尋ねし
ます。また、その場合に同行されるヘルパーの料金負担の有無、公共交通期間を使う時の料金負担についてもお
尋ねします。
最後の質問です。障がい福祉サービスで児童のショートステイについて、当然、宿泊を伴う利用ですが、障が
い者施設が純粋に行っているショートステイばかりなのか、老人型の施設が共生型サービスという形で行ってい
るところがあるのかについて、お尋ねします。

中川委員長
青木主査。
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青木高齢者福祉担当主査
新規に申請される方にもっとわかり易い周知、告知をということで、現在も告知は行っており、市の広報、高
齢者サービスガイドによる告知、高齢者支援センターによる告知などを通じ除雪サービスの利用についてご案内
しているところです。引き続き告知を進めながら、実際に利用されたい方と接するご家族や民生委員、福祉委員、
事業者の方についても、サービスの利用についてご案内していきたいと思っています。

中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
1 点目、移動支援の利用と利用者負担についてですが、市役所や裁判所など社会通念上外出が必要不可欠と認
められる場所や、スーパーや銀行、美術館のような社会参加促進の観点から日常生活上外出が必要な場所、通勤、
通学の際に利用することができます。ただし、営業活動やギャンブル、飲酒を目的とする場所などについては利
用できません。なお、移動支援は、あくまで同行するヘルパー利用に掛かる費用を助成するもので、その他の公
共交通機関等の利用がある場合は、ヘルパーの交通費も別途掛かるものです。
2 点目、市内の短期入所事業所で宿泊を伴ったショートステイに共生型施設が含まれているのかということで
すが、介護保険サービス、障がい福祉サービス等、複数のサービスを一つの施設で提供する、いわゆる共生型の
施設はありません。市内の共生型施設である 1 事業所については、通所による日中活動系の障がい福祉サービス
を提供しています。

中川委員長
人見委員。

人見委員
一番最後、障がい児、障がい者のショートステイについて再び質問をします。例えば、高齢者介護と障がい者
の介護は、ある意味、似て非なるものであって、全く違うといえます。病院のお医者さんでいうと、眼科の方が
泌尿器科を診察するくらい違うと思っていただければいいと思います。そういった意味で、共生型というのは、
人数を確保するためには必要な部分もありますが、市内に共生型を目指すような動きがあるのかどうかお尋ねし
ます。合わせて、決してだめだとはいえませんけれども、市としてもいろいろ考慮しながら、そういうところを
見守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

中川委員長
奥山福祉課長。

奥山福祉課長
委員がおっしゃるとおり、高齢者のサービスと障がい者のサービスでは、若干、異なる部分があり、専門性が
必要だということは十分に認識しています。ただ、共生型施設については限られた人材を有効に活用するという
側面も一部あります。市内には、高齢サービスと障がいサービスの両方を提供している法人もありますので、今
後もそれらの法人と意見交換等をしながら進めていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
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佐々木委員。

佐々木委員
2 点質問します。
一つ目は、障がい者医療的ケア支援事業、報告書 20 ページについてです。予算書では 250 万円の予算が計上さ
れていますが、利用がなく事業費がゼロ円となっています。この事業の対象となる人数を伺います。
もう一つは、サポートファイル推進事業、報告書 21 ページ、決算書 139 ページです。まず、サポートファイル
を配布したお子さんの年齢について内訳を伺います。また、400 冊で予算要求をして、実際には 350 冊が作成さ
れたとのことですが、残ったファイルは令和元(2019)年度も配布しているのかどうか伺います。

中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
まず、障がい者医療的ケア支援事業は、看護師などの配置が想定されていない施設や場所へ看護師を派遣する
事業で、医療的ケアが必要な方は、看護師が配置されている生活介護事業所等への障がい福祉サービスの日中利
用により、社会参加や一定程度のレスパイトが行われていることから、当該事業の利用には至っていないものと
考えています。
重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した在宅重症心身障がい児者で、かつ、痰吸引や胃ろう、人口呼
吸器の管理等の医療的ケアが必要な当該事業の対象者と考えられる方については、市内で 7 名程度と把握してい
ます。
2 点目、サポートファイル推進事業で配布したお子さんの年代別内訳についてですが、就学前の方 51 名、小学
生 69 名、中学生 30 名、高校生 25 名、高校卒業後の 18 歳以上の方 3 名の合計 178 名の配布となっています。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
1 点、補足ですが、配布した方の残りの部分については、今年度も引き続き配布に努めているところです。

中川委員長
佐々木委員。

佐々木委員
障がい者医療的ケア支援事業について、再質問をいたします。対象となる人数が 7 名と少ないことで、この方
たちは、現在、看護師の配置があるところに通っており、今のところは事業の利用がないとのことですが、将来
的に必要になることも考えられます。必要な時、必要な方に思い出してもらえるような周知があればと思います
が、見解を伺います。
サポートファイル推進事業についても、再質問をいたします。平成 31 年度予算については、10 万 2,000 円に
なっていましたが、事業の縮小という意味ではなく前年度の在庫を配ることを前提とした数字という認識でよろ
しいですか。また、主に支援を必要なお子さん向けに始まった事業ですが、保護者にとっては生まれてから支援
の必要性に気づくまでの期間、お子さんに何らかの傾向性を感じたり発達について相談をしたりすることがある
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のではと考えます。その期間にサポートファイルがあれば、早いうちから記録を付けていくことができます。お
子さんが支援を受けているいないに関わらず、広くサポートファイルの存在を知ってもらうきっかけが必要だと
考えますが、見解を伺います。

中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
1 点目、障がい者医療的ケア支援事業についてですが、これまで、市ホームページや各種制度の紹介をしてい
る冊子への記載、その他、対象となる方には相談支援事業所を通じて制度の周知を行ってきているところです。
ここ数年において利用実績がないこともあり、文書等により改めて制度の利用を促す個別の周知について今後、
検討を行っていきたいと思います。
続いて、サポートファイルについて、今年度予算は独自の印刷により予算の削減に努めているところですが、
先ほど福祉課長からもありましたとおり、サポートファイルの作成、配布、印刷等、今年度も引き続き事業を展
開しています。今後の展開については、ご希望があれば、現在もお子さんが生まれてからはもちろん、生まれる
前であっても市内の方であれば、サポートファイルの配布を行っていますが、障がいに気づいてからサポートフ
ァイルの配布を受けるまでに期間ができてしまう方もいらっしゃると考えています。サポートファイルは、お子
さんの成長を記録することにより、障がいの早期発見を促す効果もありますので、お子さんが生まれてすぐに保
護者の方へサポートファイルを周知する機会を検討していきます。

中川委員長
佐々木委員。

佐々木委員
サポートファイル推進事業について、再質問をいたします。ファイルの在庫がなくなった時には増刷すること
になると思いますが、その際に内容の見直しなどを予定しているか伺います。

中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
サポートファイルの内容の見直しについてですが、実際にサポートファイルを利用している方を対象にアンケ
ート調査を予定しており、結果を踏まえて内容の見直し、更新については、自立支援協議会を活用しながら行っ
ていきたいと考えています。

中川委員長
午後 1 時まで休憩といたします。

12 時 01 分

休

憩

12 時 59 分

再

開

中川委員長
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休憩を解き、再開いたします。
引き続き質疑を行います。どなたか、いらっしゃいませんか。
稲田委員。

稲田委員
2 点、お伺いします。
社会福祉団体等支援活動支援事業、決算書 129 ページ、報告書 12 ページについてです。全国的に民生委員、児
童委員、保護司の担い手不足が切実な問題と聞いています。市民サービスの低下を招かないように欠員を解消し
て、次の時代を担う方へのバトンタッチが必要と考えます。そこで、当市の民生委員・児童委員、保護司の担い
手はどのようになっているのか、現状をお聞かせください。
2 点目は、避難行動要支援者対策事業、決算書 129 ページ、報告書 13 ページについてです。昨年の台風、震災
に対し、避難行動要支援者名簿はどのように活用されたのか伺います。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
まず初めに、社会福祉団体等支援活動支援事業について、民生委員・児童委員及び保護司の担い手が充足して
いるのかというご質問ですが、ご指摘のとおり現時点で民生委員・児童委員及び保護司それぞれに欠員が生じて
います。欠員の解消に向けて、町内会、自治会等への協力依頼、民生委員、保護司から寄せられた情報を基に欠
員解消に向けた取り組みを進めています。
また、保護司については、定員 15 名に対して、平成 29 年度末には 7 名の欠員が発生したことから、その後、
保護司の方のご協力もいただいた結果、平成 30 年中に 4 名の方に委嘱を行いました。以上のことから、担当する
ケース数にも保護司の方には変化がありますが、負担軽減にはつながったと市として判断しています。
民生委員については、町内会、自治会の役員の方にもお声を掛けた際、町内会の役員の成り手がない中で民生
委員、児童委員の候補者を推薦するのは非常に難しいとのご意見が多く寄せられていることからも、民生委員、
児童委員の担い手は充足されていない状況となっています。今後も定数を充足できるよう取り組みを進めていき
たいと考えています。
次に、避難行動要支援者対策事業についてですが、
昨年の台風で結果的に倒木等の被害はありましたけれども、
強風発生の時間帯が夜間だったことや避難勧告等が発令されていない状況だったことで、名簿の活用はしていま
せん。
次に、北海道胆振東部地震災害についてですが、早朝に全市的に発生し我々も直ちに市役所に参集した状態で
名簿の用意を行い活用を検討していたところですが、震災の被害が大きかった地域が間もなく特定されたことか
ら、消防職員等が名簿に関わらず、災害の被害のあった全戸の安否確認等を実施したところです。その他の地域
においては、避難支援等関係者である民生委員・児童委員の方々に名簿の提供を実施しているところですが、そ
の方々が安否確認を行う際に名簿を活用したとの報告を受けているところです。

中川委員長
稲田委員。

稲田委員
当市の場合も、民生委員は後継者の問題がなかなか大変だと思いますが、市民の身近な相談窓口として重要だ
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と思います。先ほど、町内会にお聞きしたとありましたが、担い手減少の原因について、市としてはどのように
分析されていますか。
次に、避難行動要支援対策事業の再質問です。民生委員、児童委員の方が避難行動要支援名簿を活用したこと
から、多くの自治会、町内会へ名簿を提供することで、市民が安心してこのまちで暮らすことができると考えて
いますが、昨年の震災以降に避難行動要支援者名簿の協定締結をした町内会、自治会は何団体増えたのでしょう
か。また、全市で協定を結んでいる自治会の数もお聞きします。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
私からは、民生委員の担い手減少の原因についてお答えします。まず、要因としては、全市的に高齢化が進ん
でいること、年金の支給年齢が段階的に引き上げられたことで、元気な高齢者は仕事をされている実態もありま
す。それから、昨今の核家族化等の状況化から地域においてもつながりが希薄化してきていることが原因のひと
つと考えています。本年度 12 月に一斉改選を予定していますが、通常、民生委員の場合は、今月上旬ぐらいに一
斉改選の推薦手続きをしているところです。委員がおっしゃるとおり、全道的に委嘱がなかなか進まない状況が
あり、北海道に報告する提出期限も若干、延長されている状況になっています。今後も引き続き、欠員解消に向
けた取り組みを行っていきたいと考えています。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
私からは、避難行動要支援者名簿の提供団体数がどれだけ増えたのかについて、お答えします。昨年の北海道
胆振東部地震以降、複数の団体から市に問い合わせ等があり、協定締結に向けて協議をしてきたところですが、
結果として締結できたのは 1 団体のみとなっています。さらに、これ以降、協議を定締結した現在の団体数は、
現在の自治会のみの数では 16 自治会あり、自治会以外の団体も 21 団体と協定を締結しています。

中川委員長
稲田委員。

稲田委員
民生委員の成り手が無いのは、高齢化や市民の情報がなかなか入ってこないということでしたが、例えば、民
生委員の方から実際に仕事をしてみて苦労されたとか、もう少し仕事を分けて負担のないようにできないかとい
った声はなかったでしょうか。保護司の方から、次に引き継ぐ方を探していても、仕事の内容があまりにもきつ
くて、足踏みをしてしまうという方がいるとの声を聞いています。民生委員の仕事の簡素化、先ほどの避難行動
要支援者対策事業も名簿がいくのは民生委員で、自治会は一つ増えただけなので、自治会に対しては、避難行動
要支援者対策事業がうまく働いていないようです。そこから考えても、民生委員の負担は非常に大きいのではな
いかと思いました。
次の避難行動要支援者対策事業ですが、再質問します。被害状況から考えると本当に恐ろしかったと思います
が、震災以降に協定を結んだ町内会が一つしかありませんでした。これは、現状はどうだったのか。例えば、私
の元には町内会長が要支援者名簿がないため避難が必要な方がわからなくて、一軒一軒暗闇の中を懐中電灯を持
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って訪ね歩いたという声が聞こえています。要支援に該当する方がいらっしゃるかどうか、自治会長が把握して
いなかったということです。これは、自治会長が早く認識をする必要があり、災害時には、スピード感を持って
対応をしなければならないと思います。その時、すぐ名簿を活用するためにも、自治会が協定の締結を足踏みし
ている原因は、どこにあると考えていただきたいと思います。それから、協定を結ばれた自治会と足踏みをして
いる方たちとの意見交換会などがあれば、名簿の取り扱いに対して理解が深まるのではないかと思いますが、こ
ちらについてもお伺いします。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
私から、民生委員の関係についてお答えします。民生委員・児童委員の皆様方には、日頃からご協力をいただ
いて重要な役割を担っていただき、大変ご負担を掛けている状況であると思っています。市としても、毎月、民
事連役員会がありますが、それには必ず同席させていただいて、日頃の定例会の活動や近々の民生委員の状況な
どについても意見交換をしています。委嘱に当たっては、基本的に民生委員・児童委員は行政のパイプ役という
ことで、民生委員自らが地区住民の課題を全て解決するという役割ではなく、まずは行政、関係機関等に状況の
ご連絡をいただき、一緒に解決していきましょうというスタンスで行っています。いろいろご協力をいただいて
いることは大変多いのですが、今後も行政と民生委員・児童委員で意思疎通を図りながら対応していきたいと考
えています。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
私からは、避難行動要支援者名簿の関係についてお答えします。当市としても、台風 19 号の被害等もありまし
たことから、締結に向けた準備を進めるべく 10 月 15 日に改めて町内会自治会の方に周知をさせていただいてい
るところです。その中で、先ほどお話いただいた足踏みをしている原因は何かということで、今、私も昼休みに
お電話をいただいているところですが、町内会の会長、役員の方々が窓口にきて特に懸念されているのが、いろ
いろな個人情報が入っていることから、この情報を管理するハードルが高く協定締結が難しいとの声をいただい
ています。逆に、ある団地地区の役員の方からは、自主防災組織がある程度整備されているので、市の名簿を使
わなくても避難活動についてはある程度の整理ができているのではないかというお言葉もいただきました。自治
会等の方々とお話をする中で、避難行動要支援者名簿の活用方法やどういったとき有用に使えるのかを市として
話しながら、
できるだけ協定を結ぶ団体数を増やせるような取り組みにつなげていければと感じています。先般、
ある会長の方が、停電で暗い中それぞれ個別に訪ねていただき、大変ご苦労されたということもありますので、
市としてもできるだけ負担を軽減して災害後、スピーディな復興につながるよう鋭意努力していきたいと思って
います。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
永井委員。

永井委員
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3 点、質問します。
最初に、生活保護費等支給事業について、決算書 155 ページ、報告書 27 ページです。平成 30(2018)年度 1 年
間において、支給世帯の増加傾向が市の資料からも見られます。平成 30(2018)年度 8 月時点では 427 世帯だった
のが、令和元(2019)年度 3 月時点では 446 世帯と年間における支給世帯の増加傾向が見られますが、平成 30(2018)
年度当初予算額の比較からして、事業費が減額になっている理由を伺います。こちらは、平成 29(2017)年度から
平成 30(2018)年の決算ベースでも減額していますので、その理由について伺います。
二つ目、先ほど佐々木委員からありましたが、障がい者医療的ケア支援事業について伺います。対象者が 7 名
程度と把握しているとのことで、私は毎年これを取り上げていますが、なぜ実績が出てこないのか。せっかく事
業があるのに、活用してもらってなんぼだと思います。例えば、対象者が 7 名程度ということなら、個別的な訪
問をして周知を図っていくことなどで周知徹底が図れると思いますが、そのような対策をこれまで行ってきたの
かどうか伺います。
3 点目、福祉灯油対策事業について伺います。先ほど、青木委員も質問をされていましたが、私からは、実施
状況における支給実態の推移について伺います。事前に資料をいただいておけば良かったのですが忘れてしまい
ました。また、ホームページなどにもまだアップされていないと思いましたので、この場で伺います。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
私からは、生活保護費等支給事業と福祉灯油特別対策事業についてお答えします。
まず、生活保護費等支給事業についてですが、先ほど委員がご指摘のとおり平成 30(2018)、令和元(2019)年度
で比較をすると、保護世帯数が増加傾向にあることは、当市でも把握しているところです。平成 30 年と平成 29
年度の世帯数、被保護者数などを比較すると、世帯数は横ばいと把握していますが、年平均の被保護者数は 586
名から 559 名となり、この年度では 27 名ほど減少している状況になっていました。以上のことから決算額の説
明をさせていただくと、平成 30 年度と平成 29 年度の決算額で介護扶助費については 695 万円増額となっていま
したが、医療扶助費 9,732 万円、生活扶助費 2,622 万円の減少となった結果、生活保護の扶助費のみで 1 億 1,659
万円の減額となっています。
次に、福祉灯油特別対策事業の実施状況の推移というご質問について、平成 25 年度、平成 26 年度、平成 30 年
度 3 カ年分について、お答えいたします。支給実態の推移としては、平成 25 年度の支給世帯が約 1,800 世帯とな
っています。その後、4 年前に行われた、平成 26 年度、昨年行われた平成 30 年度の支給世帯数は、約 2,100 世
帯となっていることから、平成 26 年と平成 30 年を比較すると、支給世帯は横ばいの推移と把握しています。

中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
私からは、障がい者医療的ケア支援事業について、答弁内容が重なる部分もありますが、改めてお答えします。
医療的ケアが必要な方については、看護師が配置されている障がい福祉サービス事業所の通所による日中利用に
より、社会参加や一定程度のレスパイトが行われていることから、当該事業の利用には至っていないものと考え
ています。これまでも、対象者には制度の周知に努めてきましたが、ここ数年において利用実績がないこともあ
りますので、委員がおっしゃるとおり、まずは、文書等により改めて制度の利用を促す個別周知についても検討
を行っていきたいと考えています。
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中川委員長
永井委員。

永井委員
生活保護に関してですが、今、主査から平成 29 年度と平成 30 年度の年度平均人数の推移で 559 名と伺いまし
た。報告書 27 ページの事業内容の説明を見ると、3 月末現在で被保護人員数が 569 人と示されています。この 10
人ほどの差は、どこからきているのでしょうか。
また、平成 30(2018)年度から 3 年かけての生活保護費の削減が国によって行われていますが、市ではどのよう
な影響が出ているのか併せて伺います。
医療ケアの支援事業についてですが、通知だけでは今までと変わらないと思いますので、これまでとは違った
やり方での周知徹底をしていかなければ、せっかくこの事業があるのに利用されていないのは大変もったいない
と思います。以前、実際に利用された方の保護者から、使ってとても助かったが、最近は使われていないような
のでどうなっているのかという声も聞かれます。重症心身障害のお母さま達から、今は自分たちの体が動くから
大丈夫だけれども、この先動かなくなった時のために、事業としては残していってほしいという声があります。
ぜひ、これまでとは目先を変えた形で周知徹底に取り組んでいっていただきたいと思いますが、どのように検討
をされているのか伺います。
最後に福祉灯油の再質問ですが、平成 26 年から平成 30 年の間、支給世帯数が約 2,000 世帯と横ばいとなって
います。この間はずっと灯油の高騰が続いていることから、当市は生活保護世帯にも支給しており、対象者の拡
大などは図っていると思いますが、助成金・補助金などの今後の拡大については、どのように検討されているの
か伺います。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
私からは、生活保護費等の支給事業のうち、世帯被保護者人員の数字の違いについて、お答えします。皆さん
のお手元に配付している資料の 569 人については、年度末時点での被保護者人員の数を記載しています。しか
し、今回のご質問をいただいた内容から、決算額の推計ということでしたので、どういう形で決算額が移行した
のか、資料としてどういうものを使うのが良いのかを検討し、1 年間の 4 月から翌年 3 月までの被保護者数を足
して 12 カ月分で割った年平均の数字で比較をしたほうが決算額の推移がわかり易いと考え、この数字を皆さん
にお知らせしたところです。

中川委員長
前原生活保護担当主査。

前原生活保護担当主査
私からは、生活保護受給世帯への昨年の保護費の基準改定に伴う影響についてお答えします。本市の生活保護
受給世帯への影響としては、平成 30 年 10 月 1 日時点で、月平均で約 65％の世帯が 947 円の減額、約 27％の世
帯が 2,126 円の増額となっていました。また、受給者の方へ基準改定に伴う影響額を示した文章をお送りし、問
い合わせ等にも懇切丁寧な対応をしてきたところです。今後も国の通知等を踏まえ上で、日ごろのケースワーク
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を通して必要な対応をしていきたいと思います。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
私からは、医療ケアと福祉灯油の関係について、お答えします。
まず、医療的ケアの関係で委員がおっしゃられた、以前、利用されていた方については、把握しています。現
在、入所されていて、土日に外泊をすることもありますが、自宅に帰ってきているということで、親御さんと過
ごしている状況かと思います。先ほど、主査の答弁もありましたが、対象者が 7 名程度と非常に限定的で相談支
援事業所を通じて周知を図ってきたところではありますが、個別にどのような障壁があって、利用に至らなかっ
たのかの分析は近々ではしておりません。おそらく医療行為に当たると思われますので、医療的ケアをする看護
師のスキルも影響していると思いますし、いろいろな要素があると思います。その点については、今後、確認を
していきたいと考えています。
福祉灯油の関係ですが、先ほど部長からも他の委員に答弁がありましたように、実施に向けて検討していかな
ければならない状況と考えていますが、実施については今後も従前どおりの考え方で、灯油価格の推移、社会情
勢等を鑑み総合的に判断をしていきたいと思います。助成額については、現在のところ実施するに至っても、拡
大は考えていないところです。

中川委員長
永井委員。

永井委員
生活保護に関しては、受給者数の横ばい状態が続いているということですが、国では昨年度から始まって来年
度までの 3 年間で生活保護費を引き下げていく方針ですので、影響が出ないような形での市の対策、例えば、福
祉灯油制度の充実を図るなども検討をしていくべきではないかと考えますが、答弁は同じだと思いますので、改
めて一般質問などでも今後、取り上げていきたいと思います。

中川委員長
山本委員。

山本委員
社会福祉費の障がい者相談支援事業と障がい者コミュニケーション支援事業について取り上げたいと思いま
す。
障がい者相談支援事業は、決算書 135 ページ、成果報告書 19 ページです。生活支援センターみらいと就労支
援センターめーでるでは、それぞれの障がい者団体が事業を実施して、相談件数が就労はそれぞれ 5,000 くらい
の件数があります。その中で、実際の支援に結びついている件数を示していただきたいと思います。
次に、障がい者コミュニケーション支援事業について、決算書 135 ページ、成果報告書 19 ページです。成果
報告書の実績を見ると、手話通訳者の派遣や手話奉仕員の養成研修、要約筆記奉仕員の派遣、要約筆記員の養成
講座となっています。これは、耳の不自由な方への支援で、目の不自由な方への支援事業及び支援者の養成事業
については記載がありませんが、行っていないのであれば、その理由をお示しいただきたいと思います。
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中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
まず、障がい者相談支援事業についてですが、委託事業として実施している生活支援と就労支援での実績で
す。生活支援を月に 1 度以上利用したものを 1 人として数えた場合の延べ利用人数 7,237 人で相談件数 1 万 682
件です。生活支援については、相談内容が複雑化、多様化していますが各種相談や助言、情報提供やサービス利
用の調整など、継続的な相談支援の中で障がいのある方の悩みや相談に対応しているものと考えています。就労
支援については、延べ利用人数 1,959 人、相談件数は 5,164 件でした。就労支援についても企業や関係機関との
連携、協働による総合的な支援を通じて、就労支援事業所の通所から一般就労へ結びついた方は、昨年度 24 名
で就労相談支援の効果が出ているものと考えています。
続いて、障がい者コミュニケーション支援事業についてですが、本市として視覚障害のある方への支援事業と
いうことで、障がい福祉サービスである同行援護をはじめ、杖などの補装具費用の支給、地域生活支援事業サー
ビスとして、視覚障がい者用のラジオや活字文書読み上げ装置、電子式歩行補助具などの日常生活用具給付費の
支給など、多くの支援事業を行っています。また、コミュニケーション支援事業では、視覚障害の方のために点
字翻訳、音声録音した広報きたひろしま、議会だよりを希望する世帯へ送付しています。その他、ヘルプマー
ク、ヘルプカードの配布、タクシー券や自動車燃料券の交付など各種事業を行っています。また、視覚に障害の
ある方をサポートするボランティア養成に係る事業として、読むことに不自由を感じている方をサポートする朗
読奉仕活動を行うボランティアの養成及び、技術向上を目的として朗読ボランティア養成講座を実施していま
す。

中川委員長
山本委員。

山本委員
生活支援は悩みを聞いたりなどで、具体的な支援実績が明確ではありませんので、あえて支援としての成果を
示すとしたら、例えば、悩みを解決して普通の生活に戻られたなど、ある程度の支援内容の効果測定指標は見て
いかなければなりません。7,300 人で 1 万件の相談をして、相談を受けること自体が支援の中身だといえばそう
かもしれませんが、生活支援の成果について、もう少し具体的に示していただければと思います。
就労支援は、1,500 人くらいの方が 5,000 件の相談をして、一般就労 24 名というのが少ないのか多いのかとい
うことがあります。一般就労に結びつくことはなかなか難しいので、そういう意味ではある程度の成果は出てい
ると見ることもできるのかもしれませんが、就労支援についてはもう少し数字が多くてもいいのではないかと思
います。その辺りの取り組み方法について、お示しいただきたいと思います。
それから、特に生活支援、就労支援相談の中で出てきた中身の課題については、自立支援協議会でそれぞれ支
援部会を作っていると思いますが、取り組みの方向として共有されているのでしょうか。具体的に、どのような
課題があると議論されているのか、お示しいただきたいと思います。
コミュニケーション事業、今説明いただいたものについては視覚障がい者支援事業だと思いますが、支援者養
成については朗読ボランティアの事業だけになっています。視覚障がい者支援のボランティアを含めて、支援す
る方々を養成するのは非常に重要だと思います。これは、視覚障がい者だけではなく、全体的にボランティアの
担い手が高齢化していく中で育成は常にしていかないと続かないと思います。そういう意味で、まず、朗読ボラ
ンティアは、今現在、北広島市でどれくらいいるのか。また、今後、ボランティア育成の取り組みについて、ど
う考えているのかお聞かせ願いたいと思います。
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中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
私からは、相談支援事業の生活支援あるいは、就労支援、ボランティアの育成の考え方について、お答えしま
す。
生活支援の部分については、主査の答弁にありましたように、いろいろ複雑な内容がありまして非常に大変で
ある状況です。成果を示す指標は、本日、資料を持ち合わせていませんけれども、どのような状況であるか十分
に把握しておりますので、今後の支援につなげていきたいと思います。
就労支援については、一般就労が 24 名となります。以前から、年間大体 20 名前後の一般就労と、福祉的就労
に携わる方もいらっしゃいます。最近、民間の受入れはありますが、その作業に順応するような訓練も非常に重
要だということがわかってきています。当市の場合は、就労に特化した事業所ということで、近隣自治体でも就
労支援事業所に特化したのは当市だけと認識しています。ジョブコーチといいまして、実際に企業にも入って企
業の悩みを聞きつつ、当事者の悩みも聞く。間に入って調整をするということも行っていますので、それらの機
能を強化して就労実績を上げていきたいと考えています。
ボランティア育成の関係ですが、市内各所のボランティア団体の皆様には日頃から障がい福祉サービスへのご
協力をはじめ、余暇活動など行政のなかなか手の届かない部分についての役割をいろいろ担っていただいていま
す。視覚障がい者の協会は当市にはありませんが、今年 4 月にアシストする会が設立されています。
今週末の日曜日にもボランティア団体の 3 市交流事業が恵庭、千歳を含め当市で行われ、共催という形で市も
携わっています。ボランティア人材の育成に関しては、障がい者、当事者のニーズを把握したうえで、社会福祉
協議会、あるいは既存のボランティア団体とも連携をする中で必要な育成の支援に努めていきたいと考えていま
す。

中川委員長
松本主査。

松本障がい福祉担当主査
朗読ボランティアの実績についてですが、昨年度は全 6 回にわたって、北広島朗読の会ひびきの協力を得なが
ら事業を実施し、十数名程度の参加がありました。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
就労関係の自立支援協議会に関する質問についてお答えします。
就労支援部会では、
今までさまざまな取り組みを行っていますが、最近は農福連携ということが言われており、
管内の道央農業振興公社が近隣市町村を含め農福連携に取り組むということで、私も委員として参加しています。
当市の自立支援協議会も近々に委員の改選がありますが、その中にも道央農業振興公社の方を招いて地元の実情
を理解していただきながら、農福連携にも力を入れていきたいという状況になっています。

中川委員長
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山本委員。

山本委員
まず、就労支援ですが、ジョブコーチや今お話のあった農福連携の取り組みは、是非、進めていただきたいと
思います。いきなり一般就労というのはなかなか難しい中で、新たに福祉就労で取り合えず働いていただいて、
一般就労につなげたいと考えられていると思いますが、福祉就労の取り組みは全体として進んでいるのかどうか
をお聞きしたいと思います。
障がい者コミュニケーション事業については、今、お話がありましたけれども、ボランティア団体の方のお話
を聞くと、実際に障がい者の方のヘルプをするボランティアもありますが、もう一つは、一般の方の理解を深め
るというところで、いろいろな方の学校に行ったり、いろいろなところに行ってお話をしたり、実際に支援を体
験してもらうというニーズが高まっていると思います。そういう意味で、
ボランティア団体のニーズについては、
ただ支援をするという観点だけではなく、社会全体の障がい者の理解を深める観点からもニーズを含めていただ
いて、検討をしていただきたいと思いますが、見解を伺います。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
まず、福祉的就労の関係で本市の場合については、委員もご存じかもしれませんが、資源的には近隣に比べ福
祉的就労の事業所数も非常に多いと認識しています。サービス給付費の実態からいっても、現在は就労Ｂが非常
に多くなり、一定程度の効果は上がっているものと捉えています。
それから、ボランティアの人材育成を含めてですが、これまで障がいの理解に対する取り組みはボランティア
の育成等に関わらず様々な場面で一般の市民の方に、自立支援協議会、市を通じて、いろいろな場面で行ってい
るものと考えております。今後についても、様々な機会を通じて障がい理解を深めて、そういった市民や携わる
方も多くなるように努めていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
鶴谷委員。

鶴谷委員
私からは、福祉人材確保対策事業について伺います。決算書 133 ページ、報告書 23 ページです。この事業は、
介護、障がい、保育の現場における人材確保対策事業ということで、合同相談会や就労支援金の支給が行われて
います。福祉のお仕事相談会の仕事の対象について、確認させて下さい。市内にある児童センターの構成員の職
種に当たるものも対象となるのか伺います。
広報費について、この事業に関わる周知、広報費用はいくら掛かっているのか。また、どのように周知された
のか、費用対効果についてどのような認識を持っているのか伺います。
次の項目、生活困窮者自立支援事業で、決算書 129 ページ、報告書 25 ページです。これは、生活困窮者自立支
援法に基づいた事業とおいことで、そのうち住居確保給付金の支給に関して寄せられた相談の状況について伺い
ます。相談件数は何件あって、相談にこられた方々の年代についてもお伺いします。それから、住居確保給付金
の支給後、自立に向けた経過の見守りや、その後の相談対応について、どのように行われたのか伺います。
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中川委員長
青木主査。

青木高齢者福祉担当主査
私からは、福祉人材確保対策についてお答えします。まず、児童センターの構成員に当たる職種も対象である
かについては、児童センターの構成員については、就労施設及び職種については対象となりますが、支援金を受
けられる別の要件として、雇用形態や保有資格の要件も満たすことが必要となっています。
また、広報に掛かる費用で合同就職相談会の周知方法については、市のホームページ、広報、町内会への回覧、
ポスターの掲示、ＪＲ普通電車の中吊り広告による周知を行ったところです。費用については、ポスターのデザ
イン委託料 1 万円、周知に係るポスターチラシのインク代 2 万 3,868 円、中吊り用ポスター印刷製本費 4 万 5,360
円、中吊り広告掲載料 12 万 268 円で、合計 19 万 9,496 円となっています。
また、費用対効果についてですが、平成 30 年度の相談会の実績は、参加事業所は 22 事業所あり、来場者数 21
名のうち就労に結び付いた方が 1 名です。

中川委員長
前原主査。

前原生活保護担当主査
住居確保給付金の状況について、お答えします。相談状況ですが、平成 27 年度からこの事業は始まっており、
平成 27 年度は 40 代 2 件、50 代と 60 代が各 1 件、不明が 2 件の計 6 件。平成 28 年度は、20 代 1 件、40 代 4 件、
50 代 1 件の計 6 件。平成 29 年度は、20 代と 30 代が各 2 件、50 代 1 件、60 代 4 件、70 代 1 件の計 10 件。平成
30 年度が、20 代 1 件、30 代 4 件、40 代 3 件、50 代、60 代、不明がそれぞれ各 1 件で計 11 件の相談となってい
ます。
平成 30 年度に住居確保給付金を受けた方への支援としては、食糧支援や就労支援も並行して行っています。ま
た、社会福祉協議会の貸付制度も利用し生活の立て直しを図っています。申請から 1 カ月以内に就職されました
が、就職後も生活が安定するまで食糧支援を継続し、給料日までの家計の見通しについての支援も行っています。
このほか、就労が継続するよう一定期間声掛けを行うなどの支援も行いました。

中川委員長
鶴谷委員。

鶴谷委員
福祉人材確保対策事業で、就労支援金の交付は 65 件という報告がありました。これは、就職先の事業所や支援
金の制度の周知が行き届いている成果だと思います。この支援金を受けた申請者の方たちから、その後、この制
度を利用しての感想や意見を聞くアンケートなどは行っているのか伺います。
生活困窮者自立支援事業ですが、過去数年前から相談が寄せられているという説明を伺いました。これは、支
援の情報について必要とする方たちに向けての発信がきちんと届いているのではないかと思われます。こちらも、
周知広報の一定の成果と思っています。引き続きの周知と丁寧な相談対応をお願いしたいと思いますが、見解が
あればお願います。

中川委員長
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青木主査。

青木高齢者福祉担当主査
就労支援金は昨年 7 月から開始しており、申請者からのご意見ということで、アンケートなどの調査は現時点
で特段行っていないところですが、窓口で支援金制度があるとか、事前にお電話でホームページを拝見しました
といったお話をいただいて、申請に来られる方がいらっしゃるのは事実です。事業所についても、就労支援金制
度について求人情報などに掲載をしていただいているところもありますし、他市町村にはない取り組みというこ
とで、人材確保の一助になっているとのいう評価を得ています。今後、事業所も含めてアンケート等を実施し、
効果の検証を考えているところです。

中川委員長
奥山課長。

奥山福祉課長
私からは、生活困窮者の関係について、お答えします。暮らしサポートセンターぽるとですが、今年度から 4
つの任意事業を全て実施しており、更に受託法人のほうも行いたいということで調整をしています。場所につい
ても従前の市役所前から社会福祉協議会の入ったビルに移転し、同協議会との連携強化、あるいは市民が来庁し
やすい場所いなったことから今、周知等に努めているところですので、今後も継続して取り組んでいきたいと考
えています。

中川委員長
鶴谷委員。

鶴谷委員
福祉人材確保対策事業ですが、支援金の交付に留まらず、就職後、支援金を受け取った方や受け入れをした事
業所と状況を共有し、その中で声を聞くことで市の事業としての意義も実感をしてもらえると考えますので、今
後も引き続き共有しながら進めていただきたいと思います。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
簡潔に 2 点、お聞きします。
社会福祉費、避難行動要支援者対策事業でお聞きしたいのは、行動要支援の名簿に載せる対象となる方は、平
成 30 年度での増減はどうだったのかをお聞きします。
2 点目、ふれあい温泉事業。毎年聞いていますが、今、3 カ所ありますけれども、利用人数と冬期間だけ送迎バ
スを走らせていますが、施設ごとの利用者数について、前年度と比較して、説明願います。

中川委員長
渡邉主査。

渡邉福祉庶務担当主査
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私からは、避難行動要支援者対策事業の名簿登録者の推移と人数についてです。まず、避難行動要支援者名簿
は、平成 30 年度中の更新の結果、現在、高齢者と障がい者のうち、新たに追加されたのは 230 名となります。そ
の後、転出や死亡などによって名簿から削除された方は 359 名になりますので、合計で 129 名減少し、平成 30 年
度末の登録者数 2,068 人となっています。
登録者数の状況は、いろいろ分析をした中でトータルの人数として平成 28 年度 2,326 名の登録者数をピーク
として、平成 29 年度、平成 30 年度と少しずつ減少している形となっています。

中川委員長
青木主査。

青木高齢者福祉担当主査
ふれあい温泉事業について、お答えします。平成 30 年度の利用実績は、入浴助成利用者は延べ人数で 2 万 6,096
人、平成 29 年度利用者数が 2 万 6,206 人となっており、前年度と比較すると利用者が 110 人減少しています。
次に、施設ごとの利用人数ですが、竹山高原温泉については、延べ 1 万 4,836 人、クラッセホテル楓楓は、延
べ 5,926 人、森のゆは、延べ 5,334 人となっています。
冬期間における温泉施設行き福祉バスの運行については、毎年 11 月から 4 月までの 6 カ月間で 72 日。1 日 2
往復運行しています。平成 30 年度は、竹山高原温泉行きが 605 人。クラッセホテル行きが 95 人。森のゆ行きが
300 人で合計 1,000 人の利用となっています。平成 29 年度と比較すると、竹山高原温泉は人数の増減がなく、ク
ラッセホテルでは 24 人の減少。森のゆでは、22 人の増加で全体で 2 名の利用者減となっています。運行回数等
については、市内の区域を 6 コースに区分し、竹山高原温泉行きとクラッセと森のゆ行きを各コース、月 1 回ず
つ運行し、合計 72 日間運行しています。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
ふれあい温泉だけ、確認の意味も含めて質問します。
ふれあい温泉事業は、一時期、利用拡大を図るということで、回数を増やしたときに自己負担を 300 円に上げ
て利用を進めてきました。その後、各施設を私も調べていませんけれども、施設で入浴料金が上がったところも
あると聞いています。そうした状況は、市として把握しているのかどうかお聞きします。

中川委員長
青木主査。

青木高齢者福祉担当主査
昨年度、
各施設において曜日でも料金の変動はあるかと思いますが、
およそ 700 円の利用料と認識しています。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
300 円の自己負担にしたとき、入浴料の半分くらいは市で補助して半分は自己負担という設定だったと思いま
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す。あれから年数が経ち、入浴料が概ね 700 円とすると、当時は自己負担と補助が半々の目安でしたが、自己負
担のほうが多くなっている。こういう実態の中で、市として補助の金額は今後もこのまま据え置くのか、見直す
考えがあるのかをお聞きして終わります。

中川委員長
工藤高齢者支援課長。

工藤高齢者支援課長
ふれあい温泉事業については、令和元(2019)年度の事務事業評価において、現状継続となったところです。令
和 3 年度から、第 8 期の介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画が始まり、来年度、策定作業を行いますので、
その中で検討をしていく一項目になると考えています。

中川委員長
以上で、通告による質疑を終わります。
ほかに、質疑はございますか。
以上で、社会福祉費の福祉センター費、児童福祉費及び災害救助費を除く民生費の質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。

13 時 59 分

休

憩

14 時 00 分

再

開

中川委員長
休憩を解き、再開いたします。
次に、衛生費の保健衛生費の保健衛生総務費及び健康推進費の質疑を行います。
鶴谷委員。

鶴谷委員
私からは、三つの事業についてお尋ねします。救急医療推進事業、決算書 157 ページ、報告書 9 ページです。
夜間急病センターは年中無休で運営されているということですが、診察に当たっている医師の専門科、内科・小
児科・外科など、専門科別の担当した割合についてお伺いします。
次に、市内外を問わず患者が受診していると思いますが、その状況はどうであったか、お伺いします。
次に、ピロリ菌対策事業について、決算書 161 ページ、報告書 11 ページです。中学 3 年生を対象に実施が始ま
った事業ですが、予算に対する執行額との差について説明をお願いします。
次に、生徒や保護者からの問い合わせや相談があったのか、あった場合の対応はどのように行ったのかお伺い
します。また、実施しなかった生徒はどの程度いたのかもお伺いします。
次に、妊産婦健康診査通院支援事業について伺います。決算書 161 ページ、報告書 72 ページです。こちらも予
算に対して執行額が少ない要因について説明をお願いします。

中川委員長
松原健康推進担当主査。

松原健康推進担当主査
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まず、救急医療推進事業について、夜間急病センターにおける勤務医の担当ですが、平成 30 年度は内科医が
309 日、小児科医が 56 日、合計で 365 日となっています。
夜間急病センターを受診した患者の状況ですが、平成 30 年度、北広島市内の受診者 1,262 件、北広島市外 351
件の合計 1,613 件となっています。
続いて、ピロリ菌対策事業についてお答えします。予算見込みに対する執行額との差ですが、1 次検査受診者
700 人と積算し、実績は 493 名で約 16 万円の減額となったところです。また、2 次検査についても 80 人と積算
し、実績は 28 人となったことから約 38 万円の差額が生じ、合計 54 万円の減額となったものです。さらに、1 次
検査、2 次検査受診者数の減によって、通信費の執行残が約 4 万円となり、総額 58 万円の減額となっています。
続いて、ピロリ菌対策事業の相談、お問い合わせの状況ですが、平成 30 年度は保護者から 2 件ありました。内
容は陽性率の問い合わせが 1 件、同意書の提出期間の問い合わせが 1 件となっています。
ピロリ菌対策事業を実施しなかった生徒は、全体人数 636 名で受診者数 493 名ということで、143 名になりま
す。

中川委員長
野切保健指導担当主査。

野切保健指導担当主査
それでは妊婦健康診査通院支援事業についてお答えします。予算に対して執行が少なかった要因についてです
が、平成 30 年度は対象となる妊婦数、一人当たりの通院回数ともに予算見込みを下回ったものです。具体的に
は、妊婦数 310 人で予算措置をしていましたが、実績は 265 人。一人当たりの通院回数 13 回をで予算措置をして
いましたが、実績は 11.5 回となっているのが要因です。

中川委員長
鶴谷委員。

鶴谷委員
救急医療推進事業について再質問します。運営の内容については、ご説明でわかりました。今年 6 月にエルフ
ィンビルに移転されて、医療機器等の設備も充実が図られた施設になっていると思いますが、旧センターと新し
いセンターの光熱費や委託費、運営管理費などの増加はどの程度になるのでしょうか。大体でいいのですが、わ
かる範囲でお答えいただけたらお願いします。
それと、ピロリ菌対策事業についてですが、保護者がこの検査を理解するのは勿論ですが、中学校 3 年生とも
なると自分で自分の健康管理をするということで、どのような検査であるかなど、自分の健康に関する情報を知
ることにも触れていく大事な時期だと思います。検査の実施に当たっては、保護者、生徒に向けても毎回、丁寧
な情報提供をお願いしたいと思いますが、見解をお願いします。
それと妊婦健康診査通院支援事業について、予算に対する執行額が少ない要因はわかりました。ここで気にな
ったのは、妊娠された方の検診未受診の状況を心配してお聞きしました。妊娠の届出をされた時に母子手帳が交
付されると思いますが、お子さんを授かったことが分かったあと、母子手帳未交付の実態について、本市の場合
はどのように把握しているのか説明をお願いします。

中川委員長
遠藤課長。
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遠藤健康推進課長
夜間急病センターの費用に関してですが、今回の移転に関して新たな機器は全て今年度予算で設置しています。
費用の大部分は人件費ですので、新しい施設になっても経費はほとんど変わらないと考えています。

中川委員長
松原主査。

松原健康推進担当主査
私から、ピロリ菌の対策事業について、お答えします。周知方法については、市広報、ホームページと市内の
公立中学校を通じて、在学している生徒と保護者宛てに個別通知をしています。そのほか、私立中学校などに在
学の方には郵送で個別通知をさせていただいております。今後も今までどおり丁寧な説明をしていきたいと思っ
ています。

中川委員長
野切主査。

野切保健指導担当主査
私から、妊婦健康診査通院支援事業の母子手帳未交付の実態についてお答えします。平成 30 年度、母子手帳の
未交付はありませんでした。把握方法については、出生届や死産届を出された方が母子手帳を交付しているかど
うか遡って確認している状況です。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
人見委員。

人見委員
がん検診推進事業について質問します。決算書 159 ページ、報告書 10 ページです。資料によると、がん検診で
一番多い受診項目である肺がんでも 1,756 名と非常に少ない数字です。ほかの検診は、これ以上少ないことにな
っています。がんの場合、早期発見が早期治療につながり、特にステージ 3、4 で発見されると 5 年生存率が大幅
に低下する実態もあります。受診率を上げるためにどのような方策をとっているのかお尋ねします。

中川委員長
松原主査。

松原健康推進担当主査
がん検診推進事業についてですが、これまで市内の各地区を検診車が巡回する市内集団検診、札幌市の検診機
関までバスで送迎をする集団バス検診、個人で都合の良い日程を直接予約していただく個別検診、そのほか、乳
がん・子宮がん集団検診、レディース検診、日曜乳がん検診などさまざまな検診機会を設けることにより、受診
者数増に努めてきました。周知方法については、市ホームページ、広報、町内回覧板等で広く市民に周知してい
ます。

中川委員長
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人見委員。

人見委員
今の答弁にあったように、いろいろな受診方法があると思います。その中で、あとの分野にも関係ありますが、
特定健診の案内に一緒に入ってくる、がん検診の案内で受診する方も多いと思います。その場合、案内のボリュ
ームが非常に多くなるとなかなか読まない、読みにくいということもあります。それぞれいろいろな色の用紙を
使って色分けはされていますが、もう少しインパクトがある見てわかり易い方法を考えるのも一つの方法だと思
います。郵送費との兼ね合いもあると思いますから、なかなか難しいとは思いますが、ご答弁をお願いします。

中川委員長
松原主査。

松原健康推進担当主査
受診率を上げるための対策として、市では昨年度から市内で協会けんぽ加入の方には協会けんぽ協力の基、郵
便物にがん検診のチラシを同封しています。さらに、今年度は市内で一部の生命保険加入者に生命保険協力の基、
がん検診のチラシを同封させていただいています。これからも周知、啓発方法の工夫を行い、市民の健康意識の
向上と受診しやすい環境の改善を図ることで受診者数を増やしていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
佐々木委員。

佐々木委員
私からは、予防接種推進事業、フッ化物洗口推進事業について質問します。まず、予防接種推進事業は、報告
書 10 ページ、決算書 159 ページです。報告書を見ると、複数回接種が必要である予防接種について、人数が非常
に多いので延べ人数だと思いますが、対象者のうち予防接種を受けた人の割合はどのようになっているか、わか
る範囲で教えてください。
次に、フッ化物洗口推進事業、報告書 11 ページ、決算書 161 ページです。報告書では、保護者説明会を 3 回実
施したとのことですが、新しく対象になる保育園 4 歳児、新 1 年生も含めると、説明機会としては少ないのでは
ないかと考えます。子どもや保護者への説明がどのように行われたか伺います。

中川委員長
松原主査。

松原健康推進担当主査
予防接種推進事業について、お答えします。平成 30 年度の予防接種の接種率は厚生労働省への報告が義務付け
られている、はしか風疹ワクチンの生後 12 カ月から 24 カ月までに接種する第 1 期対象者 323 人のうち接種者数
303 人、接種率 96.9％。5 歳以上 7 歳未満に接種する第 2 期対象者 420 人のうち接種者数 397 人、接種率 94.5％
となっています。

中川委員長
野切主査。
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野切保健指導担当主査
私から、フッ化物洗口推進事業について、お答えします。新たに対象となる保育園 4 歳児を対象とした保護者
説明会は、参観日に合わせて各園で 1 回ずつ計画していましたが、平成 30 年度は、保育園の感染症流行により 1
園が説明会中止となり、保育園は 2 回の実施しています。また、小学校 1 年生の保護者に対する説明会は、市内
の全小学校に新 1 年生の保護者を対象とした説明会を 1 回実施させていただきました。そのほか、毎年、保護者
全員に対して実施希望調査を行い、その際にもフッ化物洗口の趣旨、効果、方法などについて、記載されたチラ
シを添付し、理解を求めているところです。

中川委員長
佐々木委員。

佐々木委員
予防接種について、再質問します。予防接種には、メリットだけではなくリスクも伴うことは、接種の際の説
明文書などでも周知されています。ワクチン接種の種類や回数は 10 年前よりもずいぶん増えており、接種のスケ
ジュールを考えると 1 度の受診で子どもの右手、左手両方に違うワクチンを打つことも珍しいことではありませ
ん。ワクチンの副反応や添加物などについて心配し、いろいろ調べている保護者の中には、一度に複数のワクチ
ンを打つのは怖いから、予防接種の間隔を空けたり、今回はこのワクチンを見送ろう。一種類ごろにしようなど
いろいろと考えている方もいらっしゃいます。その際、検診などでスケジュールどおりに接種が進んでいないこ
とで責められているように感じたという保護者のお話を伺ったことがあります。検診では、虐待やネグレクトな
どの発見の視点でもお子さんを見ていると思いますが、人一倍、子どもへの接種を気遣って考えている保護者で
ある場合、現場の方であれば見ていればわかると思います。そのような保護者の思いに寄り添った対応ができれ
ばと考えますが、見解を伺います。
フッ化物洗口推進事業について再質問します。子どもの口を薬品でゆすぐということ、また、それを集団の中
で行うことを考えると、保育園で実施できなかった園があるのは説明の機会として十分ではないと感じます。ま
た、新 1 年生の説明としては、市内 1 カ所で説明会が行われたということですが、新 1 年生の保護者がお子さん
と共にほぼそろう機会として、入学前の説明会があります。私も今年、小学校 1 年生になる子どもがおり、入学
説明会で学校の教育方針や用意するも物、入学後のスケジュールなどの説明をいただきましたが、その際にフッ
化物洗口のお話が一言も出なかったため、先生方に質問しました。先生から簡単に説明をいただき、入学後、改
めてお知らせしますというお話でした。導入時のように各学校での説明会が実施されると思いましたが、先ほど
お答えいただいたように、実施希望調査と配布物、市全体の説明会ということでした。小学校新 1 年生に対する
説明会の参加者が非常に少なかったとも聞いています。北広島は転入生もいますので、対象を新 1 年生に限らず
小学生の保護者全体にしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。また、フッ化物洗口の導入時に行われた
ような説明会、私も参加したことがあります。新 1 年生の保護者が多く集まる機会にあのような説明を設けては
どうかと思いますが、併せて伺います。

中川委員長
野切主査。

野切保健指導担当主査
予防接種推進事業の乳幼児健診における助言について、お答えします。予防接種に関しては、年齢や回数、間
隔などが法律で決められており、なかなか計画どおりに進みにくい現状になっています。定期接種でご負担も少
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ない部分ですので、必要なワクチンに関しては接種の機会を逃さないようにと、乳幼児健診では保護者の方に助
言させていただいています。ただ、保護者に寄り添った対応ということでは努力しているつもりですが、保護者
の側から見ればそのような思いになられている方も実際にいらっしゃるということでしたので、こちらでも対応
について不備がなかったか点検し検討させていただきます。
続いて、フッ化物洗口事業の保護者説明会に関してですが、保育園 4 歳児から始まりますが、4 歳児に対して
は感染症の流行が中止の原因となっていました。極力、実施するということで保育園と相談させていただきたい
と思います。また、小学校においては入学説明会の機会などを利用するのも一つかと思いますが、実施時期が 8
校で重なる場合には学校の協力もいただかなければ難しいところがあります。時期、タイミングについては、学
校と相談して検討させていただきたいと思います。

中川委員長
佐々木委員。

佐々木委員
フッ化物洗口について、再質問します。むし歯予防には、フッ化物洗口のほかにも方法があります。そこで、
フッ化物洗口を実施したことによる効果について伺います。十勝管内の例ですが、平成 26 年から平成 29 年にか
けて、12 歳児の虫歯の数がフッ化物洗口を小学校で実施しているのに、2 本から 3 本に増えている町として、清
水町、池田町があります。一方、実施していないのにむし歯が減っている町として、音更町、芽室町があります。
本市でフッ化物洗口が始まってから、むし歯の数に変化があったのかわかるようでしたら、お願いします。

中川委員長
野切主査。

野切保健指導担当主査
ただ今のご質問ですが、手元に資料を持ち合わせておりませんので、後ほど回答にさせていただければと思い
ます。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
稲田委員。

稲田委員
食育推進事業について伺います。決算書 159 ページ、報告書 10 ページです。現代は、ありあふれる食物による
偏食、生活様式の変化で一人で食事をする孤食、フードロスなど食に関する問題がたくさん出ていて、食育推進
事業は大変大切な事業だと思います。
そこで、食育推進講演会の参加者数 27 名とありますが、講演会については、広報などどのように周知されたの
か。
それから、食育推進懇談会は、計画の進行管理に当たり、スムーズにいくようにということで食育推進懇談会
が設置されたそうですが、どのようなメンバーの方が集まったのか。
それから、推進講演会の講師もどのような方がいらしたのか伺います。

中川委員長
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野切主査。

野切保健指導担当主査
食育講演会の周知方法ですが、平成 30 年度は広報、ホームページへの掲載、関係機関へポスターの掲示やチラ
シを配布しました。あと、食育推進懇談会委員や母子保健推進員、健康づくり推進員などのボランティアの方に
も声掛けをして広く周知をしていただきたいとチラシを配布しています。
2 点目の食育推進懇談会のメンバーですが、現在、10 名選任させていただいています。小中学校の校長会の方
や消費者協会の方、北広島商工会・ホクレン農協組合の方、ＪＡ道央女性部北広島ブロックの方、幼稚園協会の
方、ＰＴＡ連合会長や栄養部会の教諭の方と一般公募で申込みした方で構成しています。
3 点目の食育講演会の講師ですが、平成 30 年度は株式会社ダイエット.Ｆ代表取締役社長であり、管理栄養士
でもある方をお招きしました。

中川委員長
稲田委員。

稲田委員
今、伺いましたところ、講演会の様子等がなかなか見えてこないので、とても大切な事業ですから、講師の方
がどういうお話をされたのか伺います。
それから、懇談会の構成員 10 名から発信していっても出席者が 27 人というのは非常に残念な数字だと思いま
すが、どのように考えているでしょうか。

中川委員長
遠藤課長。

遠藤健康推進課長
講演会の出席者数ですが、食のみテーマということではなかなか集まらない状況です。これまでも、ほかのテ
ーマと抱き合わせながら講演会をいろいろと行っています。ちなみに今年度は、北海道日本ハムファイターズと
協力して食育講演会を行っているところですが、人数的にはなかなか思うように伸びていない状況です。

中川委員長
ほかに、ございませんか。。
藤田委員。

藤田委員
それでは一点だけお聞きします。ピロリ菌に関しては、先ほど鶴谷委員がほぼ聞いていただきましたので省略
します。
がん検診推進事業、159 ページについて伺います。平成 30 年度の市内における土曜日のがん検診の実績は、前
年度と比べてどうだったのか説明をお願いします。

中川委員長
松原主査。
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松原健康推進担当主査
がん検診推進事業について、市内における土曜日のがん検診実績ですが、送迎バスによる集団検診日程の中に
レディース検診を設定しています。平成 30 年度は 2 日間実施し、受診者数は平成 29 年度より 7 名多い 111 名と
なっています。
中川委員長
藤田委員。

藤田委員
仕事を持っており、検診に行くことが大変な方にとっては有効な検診だと思います。今の申込み状況からいく
と、開催日数は 2 日で十分なのか、今後もっと増やす必要があるのか見解をお聞きします。

中川委員長
松原主査。

松原健康推進担当主査
平成 28 年度が合計 102 名、平成 29 年度 104 名、平成 30 年度 111 名と、若干ですが徐々に伸びていっている
状況ではあります。ただ、集団検診の場合、日程の変更など検診機関との調整がいろいろとありますので、もう
少し検討させていただきたいと思います。

中川委員長
以上で、通告による質疑を終わります。
ほかに、ございませんか。
鶴谷委員。

鶴谷委員
妊産婦保健推進事業、決算書 156 ページ、報告書 10 ページです。母子保健推進員の状況について、確認させて
ください。平成 30 年度は委嘱 21 名ということですが、担っている方たちの年代を大体でいいので、わかる範囲
でお聞きします。
そして、今年 7 月からスタートしたきたひろすくすくネットにおいての母子保健推進員のポジションについて
ご説明をお願いします。
それから、母子保健推進員は本市においてすごく歴史が長い地域の方たちが活躍されている活動ですが、今後
に向けた見通しはどのようにお考えか、見解を伺います。

中川委員長
野切主査。

野切保健指導担当主査
母子保健推進員は、今年度 18 名に委嘱をさせていただいていますが、欠員の状況もあります。現在の年齢構成
ですが、30 代 40 代の方が 6 割方で、50 代、60 代の方が 4 割程度です。
次にすくすくネットにおけるポジションについてですが、すくすくネットの専任職員ではありませんが、母子
保健における一つの事業を担っているという位置づけで連携を図りながら、母子保健推進員が活動をいただく形
です。
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中川委員長
遠藤課長。

遠藤健康推進課長
母子保健推進員についてですが、現在、特別職の非常勤職員という立場で行っていますが、今後、基本的にそ
のような形では、できなくなりました。母子保健推進員の主な仕事は、赤ちゃんがいる全家庭への訪問や子育て
イベントです。今回いろいろ検討した結果、家庭訪問については、すくすくネットを開設したことから、これは
市の職員が本来行うべきものと認識しましたので、その部分については母子保健推進員の仕事から外して、子育
てに係るいろいろなイベントについて、どんな活動ができるか探っているところです。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
以上で、衛生費の保健衛生費の保健衛生総務費及び健康推進費の質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。

14 時 36 分

休

憩

14 時 38 分

再

開

中川委員長
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の質疑を行います。
人見委員。

人見委員
特定健康診査、特定保健指導事業について質問します。決算書 283 ページ、報告書 11 ページです。当市は、特
定健診を受ける場合、近隣他市に比べると 3 割台ですがほかの都市より高いことは存じています。しかし、それ
でも 3 割強というのが現状だと思います。この受診率の問題ですが、受けない理由は年代によってもそれぞれ違
うと考えられます。そこで、年代別の検診受診率についてお尋ねします。

中川委員長
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
特定健診の年代別受診率について、お答えします。平成 30 年度の特定健診受診率法定報告の公表が 11 月です
ので、平成 29 年度実績で申し上げます。40 歳代が、16.1％、50 歳代が、23.7％、60 歳代が、39.9％、70 歳から
74 歳が、44.2％となっています。

中川委員長
人見委員。
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人見委員
やはり、若い世代は健康に自信があり大丈夫だろうと受けない人が多い。それは、予想どおりですが、ある程
度の高齢の方で 5 割に達していない現実も一つ考える必要があると思います。先ほどのがん検診でも告知はいろ
いろな方法で行っていると伺いました。回覧板なども活用しているということですが、特定の場所、例えば北広
島団地住民センターなどいろいろな所でやるとき、直前に全部回覧板に掲示するとか、札幌市のようにバスに掲
示するというような方法も取られていると思いますが、併せて市のエルフィンパークの掲示板などにも健康診断
を受けましょうではなく、いついつまでに健康診断を受けなければならないか、何日にバスが出ますなどの情報
についても市の公共の場所を使った掲示をもう少し増やすことで、お金を掛けなくても受診率を上げる施策はあ
ると思いますが、見解を伺います。

中川委員長
影久主査。

影久特定健診・介護予防担当主査
特定健診の受診率を上げるための方策についてですが、年 3 回の町内会回覧や、年 1 回の特定検診ニュース発
行などで周知をしているところです。現在行っている周知方法やチラシの内容、また、公共機関の場所を使って
周知することで、できるだけわかり易く皆さんにお伝えできるよう工夫していきたいと思います。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
山本委員。

山本委員
特定健診については今、人見委員からお話がありましたが、違う観点から質問します。主要施策の報告書 11 ペ
ージを見ると、特定健診の件数のほかに、特定健診の二次検診の委託、国保 30 歳代の検診委託 94 件と書いてあ
ります。対象人数に比べて、これらそれぞれの比率はどの程度なのかを教えていただきたいと思います。
それと、先ほど年代別受診率が示されましたが、周知はいろいろと複数回実施し、周知の仕方も工夫されてい
るということですけれども、受診率が上がらない要因として全国的にも 30 代が未受診で推移しているというこ
とで、やはり 30 代の受診率を上げていくためには根本的な要因もあるのかと思いますが、どう分析されているの
かお聞きします。
次に、国民健康保険の特別会計全体について、お伺いします。決算書 18 ページ、決算意見書 78 ページです。
決算意見書などを見ると諸収入については、予算額では 1,865 万円で積算していたのが、5,037 万円に上がって
いるので、その要因をどう見ているのか。
それから、市債を 4,300 万円発行していますが、補正予算で減額している金額と同じですので、市債発行の目
的について、伺います。
次に、全体として不用額が 5,850 万円出た理由と、今後どのように処理するのかをお聞かせ願いたいと思いま
す。

中川委員長
影久主査。

影久特定健診・介護予防担当主査
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特定健診の二次検診と 30 歳代検診の受診率について、お答えします。特定健診の二次検診は、特定保健指導の
対象となった方に個別にご案内し希望者に受診していただいています。比率は 7％程度ですが、希望されなくて
も翌年また特定保健指導の対象となればご案内しますので、
その方のご希望に合わせて実施しているところです。
国保 30 歳代健診の受診率については、11％となっています。
続いて、特定健診の受診率が上がらない一番の要因は、病院に掛かっているため健診は受けなくていいと思っ
ている方が多いためです。続いて、若い方は忙しいため、あと、健康には自信があるのでという理由になってい
ます。健診について、3 年間続けて受ける方は 95％以上の方が今年も受診する、不定期に受診される方は今後、
受けなくなる可能性があるというデータがありますので、不定期受診の方が続けて受けていただくことができる
方策を今後検討し、実施していきたいと考えています。

中川委員長
立野国保賦課担当主査。

立野国保賦課担当主査
私からは、国民健康保険特別会計の決算内容についてお答えします。まず、諸収入の予算額と調定額の乖離の
理由について、諸収入は延滞金、加算金及び過料と雑入があります。延滞金、加算金及び過料の内容については、
国民健康保険税の延滞金です。延滞金は不確定な歳入であり、予算積算時点で正確な額を見込むことが難しく、
結果として予算額以上に納付があったことから、乖離が生じています。また、雑入は主に一般被保険者返納金に
おいて予算額と調定額の乖離がありますが、こちらは不正利得や資格喪失後受診による保険給付費の返還金で、
平成 30 年度は当初見込んでいない医療機関からの返還金があったことで生じています。
次に、市債発行の目的ですが、平成 30 年度の決算見込みにおいて、保険税収納額が当初予算額を下回り、北海
道へ納付する国保事業費納付金の財源が不足することが見込まれたため、北海道国民健康保険財政安定化基金か
ら貸し付けを受けるために起債したものです。なお、決算において国保税収納額は当初予算額を下回りましたが、
道支出金や国保税軽減措置の財源補てんである基盤安定負担金、諸収入等が当初予算額を上回ったことから、国
保事業費納付金の財源が充足し北海道国民健康保険財政安定化基金からの貸付金は、そのまま翌年度に繰り越し
て一旦、基金に積み立てし、令和 2 年度から 4 年度の 3 年間で返還する形になります。
次に、不用額の使途についてですが、歳出における予算現額と支出済額の差し引きである不用額は、合計 5,850
万 7,000 円となっています。主な内容としては、保険給付費において約 3,000 万円の不用額が生じています。一
方、歳入の予算現額と収入済額の比較が合計でマイナス 852 万 8,000 円となっていますので、歳入と歳出の差し
引きでは決算で 4,997 万 9,000 円となり、翌年度に繰り越しとなります。繰越金の使途としては、返還等が 3 件
あります。一つ目が、特定健康診査等負担金の返還金 183 万 4,000 円で、平成 30 年度の超過交付分を令和元年度
に返還します。二つ目が、北海道国民健康保険財政安定化基金貸付金の返還で 4,300 万円です。こちらは、財源
不足が見込まれ貸付を受けたものですが、令和 2 年度から 4 年度の 3 年間で返還します。三つ目が、退職分の国
保事業費納付金の追加納付で 338 万 2,000 円です。退職被保険者の保険税収納額は全額国保事業費納付金として
北海道へ納付しますが、
予算額を超えた収入分は 2 年後に追加で納付となりますので、令和 2 年度に納付します。
以上の返還金等 3 件を合わせて、4,821 万 6,000 円となり、残り歳出余剰金は 176 万 3,000 円となり、こちらも
基金に積み立てをします。

中川委員長
山本委員。

山本委員
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まず、特定検診で自信があるという若い人を除いて、病院に掛かっている分についてはかかりつけ病院の受診
が特定健診として認定してもらえるので、かかりつけ病院による受診の徹底を図ると特定健診の受診率が上がっ
てくるのではないかと思います。
また、先ほどの答弁ですと 3 年間特定健診を受けた方は、ほぼ 95％が特定健診を継続して受診し、不定期だっ
た方は受診されなくなるということで、その対策はどう考えていくのかお聞かせ願います。
次に、国保特別会計ですが、不用額の大半は使途が決まっているということで、国保会計の推移を資料で見て
みると、単年度収支では 5,240 万円赤字になっており、累積収支では約 5,000 万円黒字になるということです。
累積で繰越金として計上されていますが、これを見てみると平成 31 年度はかなり累積収支含めて財政的に厳し
くなるのではないかと思います。平成 30 年度は都道府県による国保の運営が始まり、国保税の市民負担を上げる
ということで予算が編成され、私どもは値上げに反対しましたが値上げをしてもこのような状況というのは、構
造的な問題があると私は思っています。全体を見ていくと 65％が低所得者層の保険会員であると同時に医療費は
どんどん上がっていくので、来年度の動向を含め国民健康保険の会計については、本当に維持していくことが可
能なのかどうか、見解をお伺いします。また、そのうえで道、国の動向についてもお聞きします。

中川委員長
影久主査。

影久特定健診・介護予防担当主査
特定健診に関して、病院に掛かっている方のかかりつけ医情報提供書の提出については、市の医師会とも相談
しながら受診をしていただけるように進めていきたいと思っています。
3 年間続けて受けていただくために対象者の特性をまず把握し、その対象者に合った勧奨方法を今後検討して
いきたいと考えています。

中川委員長
渡辺保険年金課長。

渡辺保険年金課長
私から、平成 30 年度の国保会計における現段階での状況ですが、本市は都道府県単位化が始まってから道の保
険税率の平均よりも非常に低い状態です。今、北海道では保険税の統一を図ろうとしていますので、それに伴っ
て当然、低いところは上がっていく状況はあり得ます。当初予算と比較していただくと、税の一般被保者の部分
では、当初 10 億 6,000 万円程度みていましたが、決算では 10 億 2,500 万円という状況で見込みよりも 3,500 万
円ほど低い状態になったものです。本来、税で集めるべき金額を当市では、ほかの延滞金等で補った結果、平成
30 年度はありますが、この状況は平成 31 年度も同様ですので、次年度においても若干続いていくと思います。
基本的に、北海道が示す納付金を納付する保険税は確保しなければなりませんが、収支の中では一般会計から赤
字分の法定外を繰り入れることなく実施していけると推測しています。
次に、北海道の動向についてですが、昨年は、医療費が全体的に増加している中で都道府県単位化によって、
道内の市町村が相互に補うという状況です。今後、道から国の係数が示され次第、仮係数による算定が行われて
納付金が示されると思いますので、その際検討していきたいと考えています。

中川委員長
藤田委員。
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藤田委員
それでは、簡潔に 2 点お聞きします。283 ページ、特定健康診査・特定保健指導事業で、先ほど受診率が出ま
した。平成 30 年度、北広島市の道内での受診率は高いほうだったと思いますが、平成 30 年度に事業を終了して、
道内の順位はどの位置にあるのか伺います。また、以前は目標の受診率まで達していないと国からのペナルティ
があるという話がありましたが、平成 30 年度はどうだったのかお聞きします。
2 点目、283 ページ、保険事業費の医療費適正化対策事業について、お聞きします。平成 30 年度のジェネリッ
ク医薬品の取り組みと医療費の削減効果はどうだったのかお聞きします。併せて、市として力を入れてきた人工
透析に移行する人を防ぐ重症化予防対策の実績と効果をどう分析しているのかお聞きします。

中川委員長
影久主査。

影久特定健診・介護予防担当主査
特定健診の受診率について、お答えします。法定報告の公表時期が 11 月ですので、平成 29 年度実績でお答え
します。受診率は 37.4％で、道内順位は 179 中 85 位となっています。また、国からのペナルティはありません。
続いて、人工透析に移行する人を防ぐ重症化予防対策の実績ですが、人工透析を予防する取り組みは、透析患
者の約 40％が糖尿病性腎症を原因として透析となっていることから、糖尿病の重症化予防に重点をおいて実施し
ています。平成 30 年度は特定健診で血糖値が高かった方及び過去 5 年間の特定健診で血糖値が高かったことが
ある方で、糖尿病の治療をしていない方、治療を中断している方に面談で受診勧奨などを行いました。対象者が
117 人、そのうち 102 人に面談を実施して 77 人が治療に結びつき、72 人に食事指導などを実施しました。また、
糖尿病性腎症を発症して病院に通院されている方 4 人のかかりつけ医との連携を取り、6 か月間の継続した保健
指導を実施したところです。

中川委員長
三澤国保給付・年金担当主査。

三澤国保給付・年金担当主査
私からは、ジェネリック医薬品の取り組みと医療費の削減効果についてお答えします。ジェネリック医薬品の
利用促進の取り組みについてですが、毎年全世帯に保険証、お薬手帳に添付して意思表示できるジェネリック医
薬品希望シールを配布しています。また、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の差
額の通知をしています。平成 30 年度、自己負担 100 円以上の効果がある方 1,914 名に通知して医療費の削減効
果額を試算したところ、401 万 9,000 円となっています。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
特定健診の受診率は、全道で 85 位ということですが、本市の目標とする受診率とその対策があれば併せてお答
えください。
それから、糖尿病の重症化予防をすることによって、人工透析になる方を何とか水際で食い止められると思い
ますが、この治療をしている人たちにアドバイスを継続していくことによって、人工透析になる方を何とか防げ
ると見込んでいるのかどうか、お答えください。
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中川委員長
影久主査。

影久特定健診・介護予防担当主査
特定健診の受診率についてですが、国が 60％を目標としていますので、当市においても 60％を目指していま
す。対策については、対象者の特性をとらえて、その方に合った受診を後押しするような対策を考えており、今
年度はＡＩを活用して心理特性などを把握して受診勧奨を実施しています。
続いて、人工透析の予防ですが、糖尿病性腎症で治療中している方については、病院のドクターから治療や指
導があると思いますので、最優先は糖尿病を放置している方、治療を中断している方です。血糖値の高い状態が
長く続いて腎症、透析に移行しますので、健診から血糖値が高かった方を把握して、アドバイスを実施している
ところです。特定健診が始まって 10 年ほど経ちますが、後期高齢者全被保者の人工透析率が下がってきており、
全道順位も下がってきているところですので、保健指導をすることで何かしらの効果があると捉えています。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
特定健診では、ＡＩを利用して受診勧奨をしているということですが、具体的にはどのような方法を取ってい
るのか、お聞きします。
それから、人工透析は治療をしない人が一番重症化しやすいということで、この方たちにどう治療を受けさせ
るのか。これに対して、市のスタッフ体制は今の人数で十分なのかどうかをお聞きして終わります。

中川委員長
影久主査。

影久特定健診・介護予防担当主査
ＡＩ分析の具体的な方法ですが、受診の頻度、去年受けたか、何年受けているかの受診頻度と質問票などを通
して、その方の健康に対する心理特性を把握し、病気が見つかると怖い方なのか、健康に自信があって検診を受
けない方なのか。検査内容が物足りないと感じている方なのか、健診を受けるのが面倒と思っている方なのかに
分類し、その方に合った通知をしています。
糖尿病性腎症の重症化予防に係るスタッフですが、現在、高血圧、心臓の所見が出ている方など、特定保健指
導と合わせて 1,000 人以上を対象として実施しています。スタッフについては、今のところ地区分担を取って、
それぞれ実施しています。

中川委員長
以上で、通告による質疑を終わります。
ほかに、ございませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
以上で、国民健康保険事業特別会計の質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。
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15 時 05 分

休

憩

15 時 06 分

再

開

中川委員長
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の質疑を行います。
質疑の通告はございません。
質疑ございますか。
（「なし」と呼ぶものあり）
以上で、後期高齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。

15 時 06 分

休

憩

15 時 23 分

再

開

中川委員長
休憩を解き、再開いたします。
次に、介護保険特別会計の質疑を行います。
人見委員。

人見委員
地域支え合い体制づくり事業、決算書 337 ページ、報告書 25 ページの件で質問します。認知症サポーター養成
講座には、平成 30 年度 17 団体 579 人が参加となっています。認知症サポーターには中学生養成講座、小学生養
成講座があり、中学生の講座は認知症を知ろう。小学生の講座は認知症ってなぁに？というタイトルの講座があ
ると伺っています。今現在の北広島市内小中学校での実施状況をお伺いします。

中川委員長
浜山相談担当主査。

浜山相談担当主査
平成 30 年度は、小学校 4 校、中学校 1 校で実施しています。小学校 4、5 年生 238 人、中学校 1 年生 55 人が受
講しました。

中川委員長
人見委員。

人見委員
今、北広島には小学校 8 校、中学校 6 校あると思います。認知症は特別なものではなく皆がなる可能性がある
ものです。子どもの機会から認知症について学び、認知症患者の方と触れ合うことが命の大切さ、教育、いろい
ろな意味で大切なことだと思うので、来年度以降、全校で実施できるようにお願いしたいのですが、見解を求め
ます。
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中川委員長
浜山主査。

浜山相談担当主査
総合学習など福祉学習の一環として活用いただけるよう、委託先の社会福祉協議会とともに校長会、担当の先
生へ継続的な情報提供をしていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
稲田委員。

稲田委員
人見委員と同じ地域支え合い体制づくり事業について伺います。認知症の支え合い員登録者数 46 名、支え合い
事業利用者 10 名とありますが、この数字についてご説明お願いします。

中川委員長
浜山主査。

浜山相談担当主査
認知症支え合い員とは、認知症の方のご家庭に出向き傾聴ボランティアをしている方のことで、研修を受けて
登録いただいています。実際に傾聴ボランティアを受けている認知症の方のことを利用者といいますが、ここ数
年 10 人前後で推移しています。1 週間に 1 回程度、ご自宅に出向き家族に代わって見守りや話し相手となるのが
主な役割です。例えば、デイサービスに行けるようになるまでの間だけとか、家族以外の方と会話をして気分転
換を図りたいなど、介護保険サービスでは対応できないつなぎのような役割を期待して利用している方が多い状
況です。症状の変化によっては、介護サービスに移行される方や在宅生活が難しくなって事業利用を終了する方
もいますので、結果として 10 人前後で推移している傾向です。
また、認知症支え合い員は、利用者の人数に合わせて養成しています。その際には新規で登録していただきま
すので、現状では十分に対応できる人数となっています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
山本委員。

山本委員
簡潔に 3 点質問します。
まず、介護保険特別会計の決算内容ですが、決算書 37 ページ、決算意見書 55 ページです。これを見ると、平
成 30 年度歳入歳出の差し引きが 1 億 5,500 万円ほど黒字と出ていますが、これをどう使うのかお聞きします。
二つ目、平成 30 年度の部分では、北広島の介護給付費の準備基金として 9,621 万 5,000 円が積み立てられ、最
終的には 5 月末で 3 億 6,000 万円積み立てられています。この介護給付金準備基金の目的についてお聞きします。
このような形で毎年積み立てられていますが、積み立てと取り崩しについては、どういう見通しなのかお聞きし
ます。
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次に、特別会計の介護予防住宅改修事業、決算書 337 ページ、成果報告書 24 ページです。これは、実績がゼロ
になっています。ゼロだった理由と今後はどう対応していくのか。加えて、住宅改修介護サービス事業との関係
をお示しください。
次に、認知症支え合い事業、決算書 337 ページ、成果報告書 25 ページです。これも GPS 機器で認知症の居所を
特定する事業で実績がゼロだったわけですが、主な理由と対策についてどう考えるのか、お聞かせください。

中川委員長
宮本介護保険給付担当主査。

宮本介護保険給付担当主査
まず、歳入歳出差引残高の使途についてですが、差し引き残高 1 億 5,534 万 2,730 円は、今年度の繰越金とし
て歳入されています。使途の内訳としては、平成 30 年度の介護保険事業の確定に伴い、国と道の交付金並びに補
助金の精算返還金、6,845 万 4,071 円と介護給付費準備基金への積立金です。なお、準備基金への積み立てです
が、支払い基金からの追加交付金 549 万 8,168 円と合わせ、9,238 万 6,827 円となっています。
続いて、介護給付費準備基金の目的についてですが、積み立てる額は各年度に生じた剰余金の額、並びに、予
算に計上された額となっています。また、その目的は介護給付費の安定を図ることとなっており、その基金を処
分することができる場合は条例により、介護給付の費用に不足が生じた場合において当該不足分を補填するため、
または、財政上特に必要があると市長が認めた場合に限られています。
続いて、基金の積み立て、または取り崩しの見通しですが、介護保険事業計画は 3 年間の計画ですので、その
3 年の間で収支の均衡を図っています。第 7 期計画においては、初年度である平成 30 年度分として 9,238 万 6,827
円を積み立てることになっています。これが積み立てられると、基金の残高は約 4 億 5,200 万円になります。計
画の中間年である今年度については、約 700 万円の基金取り崩し額を予算として計上しています。また、最終年
度である来年度には、事業計画上は約 1 億円の基金取り崩しを推定しています。

中川委員長
青木主査。

青木高齢者福祉担当主査
私からは、介護予防住宅改修事業、認知症支え合い事業について、お答えします。
まず、介護予防住宅改修事業の実績がゼロの理由と対応ですが、当該事業は要介護、要支援の認定にならなか
った方で生活機能の低下があり、転倒の危険が高いと認められる方に対して、手すりや段差解消などの住宅改修
を行う際の費用の一部を助成するものです。現在、要介護、要支援認定を受けて介護保険による住宅改修を行っ
ている方がほとんどで、認定が非該当となり、住宅改修を希望される方がいないことから、実績がない状況とな
っています。今後、第 8 期介護保険事業計画の策定過程において、事業の在り方について検討をしていきます。
次に、認知症支え合い事業の居所発信システムの実績がゼロであった理由と対応についてですが、居所発信シ
ステムは助成を行っている初期費用のほかに、月額利用料が 1,000 円前後掛かることや、GPS 端末を対象となる
方が常時身に着けられないことが実績のない要因と思われます。また、今後の対策については、従来どおり市内
の介護事業所などへ引き続き情報提供を行っていくほか、各地で行われている徘徊模擬訓練など、地域住民の方
が多く集まる会で GPS 端末のデモンストレーションを行って利便性を周知するなど検討したいと考えています。

中川委員長
山本委員。
56

令和元.10.18【決算審査特別委員会】個別質疑 2 日目

山本委員
まず、決算内容ですが、介護給付費準備基金については今後 3 億から 4 億円積立るけれども、1 億円ずつ取り
崩していくような形で取り崩していった場合、中期的に基金残高はどのくらいで底をつく見通しなのかお聞きし
ます。
次に、介護予防の住宅改修ですが、介護認定を受けて住宅改修のサービス事業を受けられなかった人はほとん
どいないということですから、事業としては今後、廃止も含めて見直すと思いますが、対象になるものが介護保
険で拾われる形だと言い切れると考えていいのかどうかお聞きします。
三つ目、認知症支え合い事業ですが、実際に体験してみないとわからないと思うので、デモンストレーション
事業などやっていただけるということなので、ぜひ、進めていただきたいと思います。三つ目は答弁いりません。

中川委員長
宮本主査。

宮本介護保険給付担当主査
中長期的な介護保険事業の見通しについてですが、法令改正が非常に多く、かつ頻繁に行われていますので、
現状の制度が同様に継続される見通しが非常に難しいところです。しかし、高齢者が増加する中においては、介
護の必要な方も同様に増加していくと考えられますので、介護給付費も今後、増になるものと推測することはで
きます。ただ、基金の取り崩し金額等については、これから次回の第 8 期計画の中でも推計して反映していきた
いと考えています。

中川委員長
青木主査。

青木高齢者福祉担当主査
介護予防住宅改修事業については、平成 25 年度以降の実績がゼロということと、現状の実態を見ると介護保険
サービスの住宅改修ですべて賄えると認識しています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
藤田委員。

藤田委員
それでは、2 点お聞きします。
地域介護予防活動支援事業、335 ページについて伺います。平成 30 年度の介護支援ボランティアの活動実績と
市内におけるボランティアができる施設とボランティアをする方の住んでいる地域のバランスがどのようになっ
ているのかお聞きします。
2 点目、権利擁護推進事業、337 ページについて伺います。平成 30 年度の成年後見センターの相談件数と利用
実態はどうか、詳しくご説明お願いします。

中川委員長
青木主査。
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青木高齢者福祉担当主査
私から、地域介護予防活動支援事業について、お答えします。
まず、平成 30 年度の介護支援ボランティアの実績は、活動の区切りとなる 9 月末実績でご報告します。平成平
成 30 年度 9 月末での登録者数は 274 人、そのうち活動を実施された方が 174 人で、ポイントを交換された方は
126 人となっています。需要と供給については、市内 29 施設にボランティアの受け入れを実施しており、地域の
内訳は東部地区 5 施設、北広島団地地区 12 施設、大曲地区・西の里地区・西部地区がそれぞれ 4 施設となってい
ます。
ボランティアの登録については、各高齢者支援センターで随時受け付けと研修を行っているほか、年に一度市
内 5 地区で登録研修会を行い、ボランティアの養成を進めているところです。平成 29 年度のボランティア登録
者数が 217 人でしたので、登録者数は 57 人増加している状況となっています。ボランティアの養成が進む中、活
動している場所がなければ事業としても進みませんので、今後も活動場所の確保が必要となるため、それぞれの
介護施設と相談しながら進めていきたいと考えています。

中川委員長
五十嵐相談担当主査。

五十嵐相談担当主査
私からは、権利擁護推進事業について、お答えします。成年後見センターにおける相談は、制度に関する問い
合わせや申し立てに関する相談、手続き支援や社会福祉協議会独自の法人後見に関する相談など、さまざまな相
談が寄せられています。平成 29 年度相談支援の件数は延べ 970 件、平成 30 年度は延べ 642 件でした。また、社
会福祉協議会の法人後見の受任件数ですが、平成 29 年度までは 6 件、平成 30 年度は 2 件増加し累計 8 件となっ
ています。

中川委員長
藤田委員。

藤田委員
介護ボランティアで、二つお聞きします。
126 人の方がポイントを交換されたということですが、主にどのようなものに交換される傾向があるのか、お
聞きします。
それから、ボランティアをする施設と住んでいる方のバランスです。以前は大曲になかったのですが、大曲も
増えて今は市内全体を見渡して、施設とボランティアの方のバランスはある程度取れているのか、それとも特に
偏った地域があるのかお聞きします。
それから、権利擁護で今説明もありました法人成年後見 1 人は、社会福祉協議会が行っている事業ですが、近
年この相談件数や成年後見の需要が高まり、市として依頼する部分と社会福祉協議会が独自で行う部分が増えて
いると聞いています。今、実際 1 名の専門スタッフがいますけれども、これからますます高齢化と成年後見が増
える中、社会福祉協議会の事業としてスタッフの人数は現状で、十分だと認識されているのかどうかお聞きしま
す。

中川委員長
青木主査。
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青木高齢者福祉担当主査
地域介護予防活動支援事業について、お答えします。
まず、ポイント交換の内訳ですが、現金に換金された方 58 人、地場産品の商品に交換された方 68 人となって
います。交換の多い地場産品は蜂蜜やロールケーキ、市内店舗での食事券などが上位となっています。
次に、施設とボランティアの地域でのバランスですが、ボランティア登録者と各受け入れ施設でどのようなボ
ランティアが必要なのかそれぞれマッチングを行い、地域にこだわらず各々得意なところを活かして活動してい
ただいている認識です。

中川委員長
五十嵐主査。

五十嵐相談担当主査
権利擁護推進事業について、お答えします。
成年後見センターの人員配置については、法人後見など社会福祉協議会の独自事業もありますので、相談件数
のみでは現在判断が難しい部分でもありますが、ニーズ等を把握しながら引き続き委託先と十分意見交換を行っ
て検討していきたいと考えています。

藤田委員
権利擁護推進事業については市長に問いたいので、留保します。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
以上で、通告による質疑を終わります。
ほかに、ございませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
以上で、介護保険特別会計の質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。

15 時 45 分

休

憩

15 時 46 分

再

開

中川委員長
休憩を解き、再開いたします。
次に、一般会計の民生費の社会福祉費の福祉センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育振興費のう
ち、幼稚園就園奨励費事業、幼稚園就園準備支援事業、幼稚園協会連携事業及び幼稚園振興事業の質疑を行いま
す。
橋本委員。

橋本委員
児童福祉費の学童クラブと児童センターについて、お尋ねします。決算書 141 ページです。山本委員を見習い
簡潔にお尋ねします。
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まず、学童クラブ 12 施設の中で狭隘化や特に冷房施設整備に格差があるように私は感じてなりませんので、現
状を伺います。
次に、5 地区のうち 3 地区では児童センターが整備されています。西の里、東部地区の児童センター整備の今
後の見通しについて、お尋ねします。
中川委員長
高橋子ども家庭課長。

高橋子ども家庭課長
まず、1 点目の学童クラブの冷房設備については、12 カ所のうち 5 カ所に整備していますが、残る 7 カ所は未
整備になっています。冷房設備のない学童クラブは、扇風機や冷風扇の設置、風が通りやすいように窓や扉を開
放するなど、暑さを和らげるよう様々な工夫をしています。
また、狭隘等の施設状況についても可能な所から整備をしている関係があり、学童クラブによっては一部差が
出ているところがあることも認識しています。
2 点目、未整備地区の児童センター整備についてですが、まずは、西の里地区において複合施設に必要な機能
の一つとして検討を進めています。また、東部地区においても必要な敷地の広さやふさわしい立地など、候補地
の条件を含めて検討をする必要があると考えています。

中川委員長
橋本委員。

橋本委員
今、高橋課長から縷々説明がありましたが、地域によっては地域の事情や予算化の関係で、パーフェクトな格
差の是正はなかなか困難なことは承知しています。通告のない場合、本来、最後に質問となるため、今年は特に
暑い年で、私も共栄地区で東部、北の台学校区の中で二つの学童クラブを当時の担当者からお願いされて紹介さ
せていただいた経過がありますので、夏が訪れた時にとにかく暑くて、一つはプレハブで、ものすごく暑かった。
もう一つは、法人があるところの 2 階を借りていますが、ここは風通しが悪くて 6 人ほど横になって、先生方が
うちわであおいでいる実情があります。また、いろいろ整備されている公共施設の中は天井が高いですが、プレ
ハブは低い。一般企業の社屋を借りて入っていますが、夏は結構な数のお子さんがいて、とにかく狭隘化がわか
ったものですから、設備の整ったところとあまりにも格差がありすぎると。これは大変だと思いました。予算の
関係もあるのでしょうが、是非、この件については、当然、担当される方は承知のことと思いますが、来年度の
予算化に向けて財政当局と可能な限り快適な環境を訴え実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。この
件について、答弁があればいただきたい。
それから、二十数年前の当初から、児童センターについては地域の公共施設が建設された時に併せて検討をす
ると記憶にあります。そのうち現在、西部、大曲、団地の 3 カ所ができました。西の里、東部はできていません。
委員の皆さんの質問もありましたがが、西の里は、これから公共施設整備事業の全体整備の中で児童センターあ
るいは、学童クラブ関係の解消がされていくものと私は思っています。東部は、今から 8、9 年前、10 年近くで
しょうか。間借りしていた北海市場の所に当時の担当者が模索検討したことがありましたが、児童センターとし
ては天井が低かったことで不可能になった経過があります。今の状況を見ると、ずっと先送りをされている感じ
がしてなりません。昨日も質問をしたように、ハザードマップの関係で、低地帯に公共施設を建てることは今後、
非常に厳しいだろうと私は思います。ご存じのとおり、東部地区は東部小学校、北の台小学校と細長くあり、低
地帯に住宅地が多いことを考えると、東部小学校は学童クラブができましたけれども、今のところ考えられるの
は、先ほど言った北海市場周辺、あるいは、距離が離れて不可能だと思いますが、あるとすれば、北の台小学校
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の横に市営住宅が解体された用地があることは事実です。そうすると、東部小学校から見ると遠いところにあり
ますので、場所と財源の関係でしばらく見通しが立てられないのではないかと思います。是非、総合行政の中で
公共施設の在り方について、ご尽力いただきたいと思いますが、何か見解があれば答弁をいただければと思いま
す。
中川委員長
高橋課長。

高橋子ども家庭課長
まず、学童クラブの関係ですが、橋本委員からご指摘のあったとおり、今夏は非常に暑い日が続き、子どもたち
や保護者の皆様には非常にご不快な思いや、ご心配をお掛けしました。学童クラブは、学校の夏休み中や長時間
にわたって過ごす場所で、道内でも昨今は猛暑の日が増えてきている気候変化になっています。冷房が未整備に
なっている 7 カ所については、できる限り早期に整備できるよう検討をしていきたいと考えています。
また、入所需要の増加による狭隘や施設の老朽化による学童クラブの施設整備については、就学前の児童数、
学童クラブの利用率、利用傾向の推計等を踏まえ、計画的に取り組む必要があるため、今後、検討を進めていき
たいと考えています。
児童センターについてですが、今後、候補地の条件を含め検討をする必要があると考えており、検討の中には
児童の歩いて通える範囲や交通安全性、広さ、今、橋本委員からもご指摘のありました災害の関係等々を総合的
に判断する必要があると考えていますので、今後に向けて検討を進めていきたいと考えています。

中川委員長
橋本委員。

橋本委員
人口増加施策でご尽力をされ展開されていると思いますが、ボールパークの関係で私どもの共栄地区は最近、
非常に流動化が進み若い世代が住んできています。これは、子どもたちが増え続けていく状況です。減っている
ところは、将来、学校の空き教室という展望で考えなければなりませんが、当面、そういったことは考えられな
いのではないかということもあります。特に民間企業のプレハブ、これは狭隘化とものすごい暑さです。これは、
格差があまりにもありすぎます。子どもたちが過ごす場所は、特に配慮をしてあげていただきたいと思います。
今日、財政部の方が聞いていてくれればありがたいと思いますが、子育て支援の充実も一方では大切だと思いま
す。今後、温暖化で寒くなる傾向にはないようですので、是非、皆さん大変でしょうけれども、子どもたちのた
めに、子育て支援充実のために、意見を反映する努力をしていただきたいことをお願いして終わります。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
青木委員。

青木委員
私からは、教育振興費のうち幼稚園振興事業について、質問します。決算書 205 ページ、成果報告書 28 ページ
です。まず、成果報告書に私立幼稚園 6 施設、私立認定こども園 3 施設とありますが、振興事業費はどのような
基準で各園に分配されているのか、お尋ねします。

中川委員長
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笠井保育担当主査。

笠井保育担当主査
幼稚園振興事業における分配基準については、教材教具の整備が定額で、研修事業については園児数と教諭数
に応じて、障がい児の受け入れについては、受け入れ児童数に応じて、予算の範囲内で助成を行っています。
なお、認定こども園は、幼稚園として利用する 1 号認定の園児と保育園として利用する 2 号認定、3 号認定の
園児がおりますので、園児数については 1 号認定の園児数を、教諭数については、園児数の割合から算出して基
準を適用しています。

中川委員長
青木委員。

青木委員
決算書を見ると、平成 30 年度は、742 万 8,340 円、平成 29 年度は、688 万 5,000 円となっています。前年度に
比べて、平成 30 年度はわずかですが増額となっています。この増額の明らかな理由があれば、ご説明いただきた
いと思います。

中川委員長
笠井主査。

笠井保育担当主査
平成 29 年度に比べ平成 30 年度決算額が増加している理由ですが、平成 30 年度から大谷むつみ認定こども園
が保育園から認定こども園に移行し、本事業の対象となったことで増額となっています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
鶴谷委員。

鶴谷委員
私からは、いくつか件数がありますが、よろしくお願いします。
まず、病児緊急預かり事業について伺います。決算書 143 ページ、報告書 15 ページです。平成 30 年度の支援
があった活動件数は 30 件とありますが、この数字と一緒に活動に至らなかった依頼があったと思います。そのキ
ャンセルの件数について伺います。また、近年の依頼と活動の状況についても併せて伺います。
次に、出産祝い金給付事業、決算書 147 ページ、報告書 72 ページです。予算に対する執行額が少ない要因の説
明をお願いします。この出産祝い金は、市内の対象者すべてに支給されているのかについても伺います。
次に、実費徴収補足給付事業、決算書 151 ページ、報告書 18 ページです。これは、生活保護世帯に対しての教
材費等の補助だと思いますが、予算に対しての執行額の差額について、お伺いします。そして、対象世帯からの
申請によって支給されているものなのか、給付の流れについても伺います。
次に、子どもの貧困対策検討事業について、決算書 147 ページ、報告書 16 ページです。この事業費のうち支援
者ヒアリングも行われていることは、これまでの報告の中でも伺っていますが、ヒアリングに際しての費用の発
生はあったのか。また、このヒアリングの団体事業所数と関わっていただいた支援者の人数についてもお伺いし
ます。
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地域子育て支援センター事業、決算書 149 ページ、報告書 17 ページです。新庁舎になり開設以来、多くの親子
が利用している子育て支援センターあいあいですが、大型遊具が設置され、年齢に合わせていろいろな遊具で遊
べる充実した設備となっています。この施設内の遊具、積み木をはじめとするいろいろなおもちゃ、絵本などの
点検や補修、また補充についてお伺いします。庁舎を出入りする際見かけると、本当に多くの方が利用されてい
るので、遊ばれたことにより、おもちゃや絵本も傷んでいるのではないかと思います。点検や補充、補修はされ
ているのか伺います。それから、入口すぐに見える絵本コーナーの利用状況と利用方法について、どのように運
営されているのか伺います。
シルバー子育てサポート事業、決算書 149 ページ、報告書 17 ページです。報告書には登録 20 名と記載があり
ます。この方たちの活動の交通費や謝金などはどのようになっているのかお伺いします。
次に、ひとり親家庭支援事業、決算書 143 ページ、報告書 14 ページです。日常生活支援事業の利用内訳につい
て、父子世帯と母子世帯、また利用世帯の子どもの年代は何歳ぐらいなのか、お伺いします。それから、参考で
いいのですが児童扶養手当支給対象世帯のひとり親家庭数も、わかる範囲で併せて説明をお願います。

中川委員長
記内家庭児童担当主査。

記内家庭児童担当主査
私から 4 点、お答えします。
まず、病児緊急預かり事業ですが、平成 30 年度の依頼件数 58 件のうち、先ほど委員がおっしゃられた支援件
数が 38 件、キャンセル 20 件となっています。今年度は 9 月末現在、57 件の依頼があり、支援件数は 40 件、キ
ャンセル 17 件です。キャンセルについては、保護者が休めるようになったことや、病気が良くなったことなどに
よるもので、事業の性質上このような理由によるキャンセルは出てくるという趣旨を協力会員にご理解いただい
て運営にご協力いただいています。
近年の依頼と活動状況ですが、ここ 3 年ほど、活動はほぼ横ばいになっていますが、去年から今年にかけて、
キャンセルの件数が増えてきています。
次に、出産祝い金についてですが、平成 30 年度当初、340 件で見込んでいたところ、実績 271 件となっていま
す。対象者で申請手続きが無い方には、案内文書で手続きの勧奨を行い、手続きが済んでいない方はいない状況
です。
次に、子どもの貧困対策検討事業についてですが、子どもの生活実態調査に係る支援者ヒアリングは、一つの
団体から行っています。聞き取りは、直接対応していただいた 2 名の相談員と団体を代表される方にお話を伺い
ましたが、団体の活動全体としてのお話を伺うことができました。
次に、ひとり親家庭支援事業について、日常生活支援事業は平成 30 年度すべてが母子世帯による利用で、子ど
もの年代は乳幼児のいる世帯から小学生がいる世帯でした。ひとり親家庭の世帯数については、所得超過により
手当が停止している世帯を含め、児童扶養手当の登録者数 577 世帯となっています。

中川委員長
橋本子育て担当参事。

橋本子育て担当参事
地域子育て支援センターは、平成 29 年 6 月に新庁舎へ移転し、大型遊具、おもちゃ、絵本を新規で購入しまし
た。大型遊具のメンテナンスは、目視点検を日々行っており、現在、保証期間となっているため、メンテナンス
費用は発生していません。おもちゃについては、日々点検をし、お子さんが安全に遊ぶことができるよう留意し、
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必要に応じ更新しています。絵本についても、返却の際に随時点検して補修などを行っています。小さなお子さ
んが読む本ですので、補修できないものも出てきていますが、毎年、計画的に購入しています。平成 30 年度は 34
冊購入しています。
それから、子どもの登録数についてですが、平成 30 年度は 2,679 名、絵本の貸し出し総数は 3,797 冊で、一人
当たり 1.5 冊の利用となっています。また、登録数のうち、市内 1,463 人、市外 1,216 人ですが、日々の利用割
合については、市外の方が約 2 割となっています。

中川委員長
笠井主査。

笠井保育担当主査
私から、実費徴収補足給付事業について、お答えします。
まず、予算額に対して執行額が少なかった理由ですが、予算額は月の上限額をベースに見込んでいましたが、
対象児童が利用した施設で補助対象経費となる実費徴収費用がないなど、結果として支給額が少なかったもので
す。
また、対象世帯の申請によって給付されるのかという制度の手続きについてですが、
実費徴収補足給付事業は、
対象となる世帯に事業概要と申請書提出のご案内を送付し、申請いただいた上で給付しています。提出のない世
帯には電話等で勧奨も行い、対象世帯で給付ができなかった世帯はありません。

中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
子どもの生活実態調査に係る支援者ヒアリングに掛かった費用ですが、聞き取りを行った団体のご協力もいた
だき、費用は発生していません。

中川委員長
橋本参事。

橋本子育て担当参事
シルバー子育てサポート事業についてですが、シルバー子育てサポーターは本年 10 月 1 日現在、18 名の方が
登録し活動していただいています。活動への交通費、謝礼等は支給していませんが、サポーターからは、子ども
から元気をもらっている。少しばかりでも役に立っていると思えるだけで、自分の人生が豊かになる。癒される。
などの声をいただいており、サポーター自身の生きがいや健康増進につながっているものと考えています。

中川委員長
鶴谷委員。

鶴谷委員
再質問ですが、まず、病児緊急預かり事業についてです。
今年度、昨年度の数字を伺い、キャンセルが二桁になっていることがわかりました。現在は利用料の助成制度
が始まっていますので、子育て家庭にとって預かりを依頼するハードルが低くなってきているのではないかと思
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います。依頼が増えていくと、コーディネート業務も増していくことになります。千歳市の同じ事業では、会員
登録や預かり支援のコーディネート料の件数に応じた運営費を委託費に追加で精算する手法を行っていると伺っ
たことがありますが、このような取り組みについてどのような見解をお持ちでしょうか。また、これまで運営側
のコーディネーター団体とこのようなことを協議検討した経過はあるのか、お伺いします。
次に、出産祝い金給付事業についての再質問です。市として、出産手続きをして初めて、まちからお祝いをい
ただく、とてもいい事業だと思いますが、今後の継続についての見通しを伺います。
子どもの貧困対策検討事業について、
再質問です。
郵送などで調査した件数は相当な回収率があったのですが、
今、支援者ヒアリングの答弁を聞いて、ヒアリング調査のデータ件数としては少ないのではないかと考えます。
先の一般質問でも取り上げたことですが、子どもの生活する周りには、いろいろな大人が見守っていると度々お
伝えしてきました。私の地域でいうと、コンビニエンスストアの店員さんが、夏休みになると同じお子さんが朝
昼と毎日のようにお弁当を買いにきたり、お弁当がいつしかお菓子に変わっている様子を案じたり、また、歯科
治療院で働く歯科衛生士の方達からは、お子さんの口の中から見える生活の様子を案じる声も寄せられてきいて
います。子どもの貧困対策に関する支援策の検討には、そうした視点も含めて検討を進めていただきたいと考え
ますが、改めてこの機会にヒアリングについてと支援策に向けての考え方を伺います。
子育て支援センター事業についての再質問です。大型遊具の保証があったことはわかりました。いろいろな点
検も行われているということで、安心しました。保証が終了するということですが、この後の保守はどのように
なっていくのか伺います。また、子育て支援センターは原則、未就学児を対象としていると思いますが、小学生
の利用について、私にも時々、問い合わせが寄せられます。対象の拡大について、今、どのような状況になって
いるのか、確認の意味で伺います。
シルバー子育てサポート事業の再質問です。サポーターの活動については、介護支援ボランティア事業と同様
の活動として、ポイントを貯められると伺ったことがあります。サポーターの方たちのポイントの扱いについて、
どのように運営されているのか伺います。
ひとり親家庭支援事業についての再質問です。隣の大都市札幌では、このような取り組みがない事業で、関係
する支援者の方たちとお会いした時には、北広島市でとてもいい事業が行われているという評価をいただいてい
ます。対象世帯の方にもっと利用が進んでいっていい事業だと思いますが、周知広報について、これまで利用し
たことのある保護者の方の声などを広報物など発信するものに掲載するなど、周知の工夫を図っていただきたい
と思いますが、いかがでしょうか。見解を伺います。

中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
まず、病児緊急預かり事業について、お答えします。
コーディネートに掛かる委託料ですが、現在、月額で計算をしており、依頼件数によって変動しないものとし
ています。コーディネート業務において、依頼件数が増えることで大変なのは、その日、支援に行ける人を協力
会員の中から探すことと伺っています。協力会員が少なければ、コーディネートもより大変になってくるところ
もありますので、協力会員を増やすための取り組みを進めることで、コーディネートしやすい体制を確保してい
く必要があると考えています。
次に、子どもの貧困対策検討事業についてですが、計画検討における検討内容やヒアリングは、今後、計画の
検討手法も含め検討していきたいと考えています。
次に、ひとり親家庭日常生活支援事業の周知広報についてですが、これまで、制度の周知は、ひとり親家庭を
対象とした支援制度をまとめたリーフレットやホームページなどを活用しています。昨年度に決定した、
「ひとサ
65

令和元.10.18【決算審査特別委員会】個別質疑 2 日目

ポ」という愛称と利用者の声に関することなども含め検討していきたいと考えています。

中川委員長
橋本参事。
橋本子育て担当参事
まず、子育て支援センターの大型遊具保守については、これからどういった保守が必要かも含めて検討をして
いきます。
それから、小学生の受け入れについてですが、現在、乳幼児に同行して来館する小学生の兄弟は安全に留意し
てもらい、利用していただいていますが、小学生の受け入れは現在のところ考えていません。
続いて、シルバー子育てサポート事業ですが、平成 23 年 4 月に開始しています。子育て支援センターあいあい
が、介護支援ボランティア事業の対象施設となったのは、介護支援ボランティア事業が開始された平成 26 年度か
らとなっています。ポイントの扱いについては、ポイント手帳がありますので、あいあいで判を押し、活動した
記録を報告しています。

中川委員長
高橋課長。

高橋子ども家庭課長
私からは、出産祝い金の今後の見通しについて、お答えします。まち・ひと・しごと総合戦略の中で開始した
事業で期間が本年度末で終了します。事業の在り方、方向性について考える時期にきていると思っています。

中川委員長
鶴谷委員。

鶴谷委員
最後の質問です。出産祝い金給付事業について、答弁をいただきましたが、この事業は検証と検討を進める時
期にきているところですが、ぜひ、継続となるよう進めていただきたいことを要望します。総合戦略の中で子育
てに優しいまちづくりの推進として、お子さんの出生に対して 1 万円を支給しているものですが、出産は両親が
いて祖父母やたくさんの親戚の方達にもお祝いをしてもらえるお祝い事ですが、そうではなく困難や孤独な状況
で出産を迎えるお母さんもいると思います。すべての出産を市としてお祝いする、本当に始まりのお祝いですか
ら、この事業はぜひ、継続していただきたいことを要望します。見解があれば、お願いします。

中川委員長
仲野子育て支援部長。

仲野子育て支援部長
私から、お答えします。
今、鶴谷委員がお話しいただいた内容を心に受け止め、関係部署と協議し決めていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
稲田委員。
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稲田委員
2 点、お聞きします。
まず、決算書 141 ページ、報告書 14 ページ、母子父子自立支援相談事業について伺います。もう 1 点が、決算
書 143 ページ、報告書 15 ページ。家庭児童相談室運営事業について、伺います。
母子父子自立支援相談事業、母子家庭と父子家庭各々の相談件数と母子と父子の相談内容の差をわかる限りで
お示しください。
それから、家庭児童相談室運営事業については、家庭児童相談員の対応時間と相談の流れについて、伺います。

中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
母子父子自立支援相談事業について、相談件数の内訳は昨年度、母子に関する相談は 1,734 件、父子に関する
相談は 315 件ありました。相談の内容は、母子父子ともに北海道で実施している、母子父子福祉資金の貸し付け
に関する相談が最も多く、次に配偶者等の暴力を含む家庭内紛争となっています。
次に、家庭児童相談室運営事業についてですが、相談員の対応時間は相談窓口受付時間である 9 時から夕方 5
時までの対応としていますが、相談者の個別の事情に応じて受付時間以外も対応しています。相談の流れについ
ては、相談者から直接お電話をいただくこともありますし、関係機関から相談室を紹介され相談に至ることもあ
ります。

中川委員長
稲田委員。

稲田委員
母子父子の自立支援相談についてですが、解決に向けての成果はどうだったのか。
それから、家庭児童相談室運営事業については、対応時間が 9 時から 5 時とのことで、そのあとの 5 時以降の
対応については、はっきりわからなかったのですが、例えば、留守電で 24 時間対応はされていないのでしょう
か。

中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
母子父子自立支援相談の解決に向けての成果ですが、貸付金に関する相談が最も多く、北海道振興局と内容を
十分に相談しながら進めていますので、一定の満足度は得られていると考えています。
また、避難に至るケースも多くはないですが、配偶者間の暴力に関する紛争についても相談があった場合、安
全確保を第一にするケースもありますし、お話を聞いて解決に至っているケースもあります。
次に、家庭児童相談室についてですが、相談窓口の受付時間は 9 時から 5 時までとなっています。時間内の対
応が難しい方については、事前にそれ以外の時間を約束して対応しています。また、留守番電話の設置はありま
せんが、市に連絡が入った際には、当直等を通じて担当職員に連絡が来る体制となっています。
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中川委員長
稲田委員。

稲田委員
母子父子自立支援事業については、経済的な点ではできているというお答えでした。近年、一人で悩みを抱え
込んで悲惨な事件に発展する場合がとても多いと思います。孤独な環境を作らないような取り組み、孤独を取り
除くべく一層の力を入れていただきたいと思います。
続いて、家庭児童相談員の対応時間の問題です。相談の電話を掛けてくる人は本当に必死な思いで、例えば 9
時から 5 時と限られた時間の範囲ではとても大変なことだと思います。
本当にＳＯＳを発信していると思います。
24 時間で例えば、留守電対応ができないか。それから、今日、北海道新聞の朝刊で北海道がＬＩＮＥ相談の受付
に取り組みだし、生徒は 24 時間、匿名で相談メッセージを投稿でき、心理カウンセラーなどの相談員が原則 4 時
から 9 時に返信をする。また、24 時間体制で相談にも応じているとのことです。ＬＩＮＥは、電話に抵抗感のあ
る子ども達にとってはとても功を奏しているということで、道で試験的に取り組んでいますが、これについては
どのようにお考えでしょうか。

中川委員長
高橋課長。

高橋子ども家庭課長
家庭児童相談にＬＩＮＥを取り入れてはどうかということですが、費用面が結構掛かると伺っている点と、Ｌ
ＩＮＥですので時間帯に構わず、常に職員を配置しておかなければいけないことを聞いていますので、今後の検
討課題かと考えています。今後、他市の事例なども参考にしながら検討していきたいと思います。

中川委員長
ほかに、ございませんか。。
仲野部長。

仲野子育て支援部長
留守電の対応について、私からお答えします。
留守電の対応は、いつ留守電を聞くかが問題になると思います。先ほどの答弁でもありましたように、土日、
深夜でも緊急の場合は当直を通じて担当に電話が入るようになっています。緊急性に応じて、その時間帯でも職
員が出るような対応を心掛けていますので、今のところは、その対応で進めていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
永井委員。

永井委員
稲田委員と同じ項目ですが、母子父子自立支援相談事業と家庭児童相談室運営事業について、決算額ベースで
前年度よりも増額しています。これは、相談件数が前年比から増加傾向にあることにより、増えているかと思い
ます。現在、相談員 4 人体制をとって業務を行っていると存じていますが、業務実態と実績はどのようになって
いるのか、伺います。
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中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
母子父子自立支援と家庭児童相談員については、業務を兼務し、平成 29 年度から相談員を 1 名増員して 4 名
配置しています。相談件数については、母子父子自立支援相談は年度によってばらつきがありますが、この 3 年
は増加しています。相談内容については、北海道の母子父子福祉資金の貸付に関する相談が最も多くなっていま
す。
また、家庭児童相談室の相談内容については、虐待以外の養護相談が最も多く、次に虐待に係る相談、障がい
に係る相談などが多い状況です。

中川委員長
永井委員。

永井委員
母子父子自立支援に関しては、市からの資料を見ても相談件数自体が増えていて、家庭内の暴力などに関する
家庭紛争も平成 29(2017)年度 385 件から平成 30(2018)年度 405 件と、大目に増えていることが見受けられます。
このような中、相談員 4 人での相談対応は十分に行われているのかどうか。充足的なところは、どうなのかにつ
いて伺います。
家庭児童相談についですが、相談件数自体は前年度よりも減少傾向が見られます。細かくなりますが、例えば、
児童虐待相談でネグレクトや心理的虐待が大幅に増えていることが読み取れます。この件について、どのような
相談体制、また十分に取られているのかどうか、どう把握しているのかお示しください。

中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
まず、母子父子自立支援相談について、家庭内紛争の件数が増えているところで、相談員が例えば、道立の女
性援助センターといった専門機関と連携を取りながら対応をしています。
また、家庭児童相談の虐待件数の増では、特に心理的虐待が全国的に増え続けているところで、母子父子自立
支援の家庭内紛争、ＤＶを子どもの前で行うことが心理的虐待につながるということで、ある程度リンクしてい
る形があり、児童相談所と連携を取りながら対応しています。
ネグレクトの件数増については、育児放棄などが代表されますが、非常に発見されにくい類の虐待ですが、関
係機関などの協力をいただきながら発見に至る件数が増加しているところです。
また、それぞれの相談室の相談員の人数ですが、それぞれの専門機関と連携を取りながら行っていることもあ
り、充足しているものと捉えています。

中川委員長
永井委員。
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永井委員
家庭紛争や児童への虐待は、関係相談機関ということで警察との連携も必要になってくると思います。市内に
おける警察署、交番などとの連携は、どのようになっているのか伺います。
そして、相談員 4 人は、確か非常勤職員と把握しています。このような大変難しいケースを 4 人で取り扱って
解決に向けていくことは、非常勤職員では大変な負担、責任などが大きいかと思います。この非常勤職員を正職
員化することも検討をするべきではないかと思います。担当課ではないので答えにくいかと思いますが、見解が
あればお答えいただけると幸いです。

中川委員長
記内主査。

記内家庭児童担当主査
まず、警察との連携については、ＤＶなどによる 110 番通報などがあった際は、厚別警察署生活安全課から児
童相談所と市にも連絡がくることになっています。その後の支援についても、情報交換など連携しながら支援を
行っています。
相談員が非常勤職員というところですが、現在の相談体制は、相談員と職員、関係課職員とも対応を協議しな
がら行っています。また、令和 4(2022)年度までに子ども家庭総合支援拠点の設置が市町村に義務付けられるこ
ともあり、今後、専門職員の配置についても検討を進めていきたいと考えています。

中川委員長
ほかに、ございませんか。
藤田委員。

藤田委員
1 点、お聞きします。
児童センター運営費について、141 ページです。毎年、聞いておりますが、平成 30 年度の児童センターの施設
ごと利用者数について伺います。内容としては、未就学児童、小学生、中学生以上の利用実態はどうなっている
のか。前年(平成 29)度の利用状況も含め増減について、詳しく説明願います。

中川委員長
加藤学童担当主査。

加藤学童担当主査
平成 30 年度における児童センターの延べ利用者数は、輪厚児童センターの未就学児 520 人、小学生 9,066 人、
中学生 974 人、高校生 97 人、保護者 1,217 人で合計 1 万 1,874 人。大曲児童センター、未就学児 3,011 人、小学
生 3,325 人、中学生 465 人、高校生 33 人、保護者 2,924 人で合計 9,758 人。北広島団地児童センター、未就学児
1,276 人、小学生 4,335 人、中学生 300 人、高校生 243 人、保護者 1,619 人で合計 7,773 人でした。3 館の合計利
用者数は延べ 2 万 9,405 人で、平成 29 年度利用者数 3 万 2,159 人でしたので、全体で 2,754 人の減となってい
ます。
年齢区分ごとの前年比では、未就学児とその保護者、高校生の利用が増えている一方、小学生、中学生の利用
者は減少傾向となっています。
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中川委員長
藤田委員。

藤田委員
今の説明では、2,000 人減ったということで、施設によって状況が違うと思いますが、減った理由はどう分析
しているのか。
それから、各施設における施設や遊具に差があります。児童館にこのようなものが欲しい等の利用者や保護者
からのリクエストはあるのかどうか。あるとすれば、どのようなことを検討しているのかお聞きします。

中川委員長
高橋課長。

高橋子ども家庭課長
まず、児童センターの利用者減少の要因ですが、主な利用者である小学生が減少している実態があります。こ
の理由については、学童クラブを利用する子どもたちが増加していることが要因の一つと捉えています。また、
昨年(平成 30 年)度は北海道胆振東部地震により前年(平成 29 年)度よりも開館日数が減少していることも要因の
一つと考えています。小学生、中学生は主査からの答弁で減少傾向にあるとお話させていただきましたが、一方
で未就学児と団地児童センターでは、高校生が増えている状況があります。未就学児については、センターで未
就学児と保護者に向けた手遊びや体操、保健師による講話などの行事を熱心に行っており、それらが好評で行事
の利用者数が伸びた結果、普段の来館も増えてきている状況があります。
また、北広島団地児童センターについては、特に高校生の利用が増加してきていることから、プレイルームを
利用し、卓球やバドミントンなど体を動かして遊ぶ高校生の姿が多くなってきていると把握しています。
備品の関係については、児童センターの構成員が日頃、子どもたちと接する中で要望を聞いて、限られた予算
の中ではありますが、リクエストに応じて、カードゲームやボードゲーム、書籍など古くなってきたものを更新
している状況です。

中川委員長
以上で、通告による質疑を終わります。
ほかに、ございませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
以上で、民生費の社会福祉費の福祉センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育振興費のうち、幼稚
園就園奨励費事業、
幼稚園就園準備支援事業、幼稚園協会連携事業及び幼稚園振興事業の質疑を終了いたします。
以上をもちまして、本日の審査につきましては終了いたしました。
お諮りいたします。
本日の委員会は、この程度にとどめたいと思いますが、ご異議ございませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
ご異議なしと認めます。
本日は、これにて散会いたします。
ご苦労様でございました。
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16 時 43 分

委員長

終了

中川 昌憲
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