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令和 2 年 予算審査特別委員会（個別質疑） 

 

1 開 催 期 日   令和 2年 3月 4日（水） 午前 10時 00分から午後 1時 39分 

 

2 開 催 場 所   市役所 5階 本会議場 

 

3 出 席 委 員   川崎彰治予算審査特別委員会委員長、山本博己予算審査特別委員会副委員長、 

大迫彰委員、藤田豊委員、木村真千子委員、滝久美子委員、坂本覚委員、沢岡信広委員、 

桜井芳信委員、青木崇委員、島崎圭介委員、久保田智委員、永井桃委員、人見哲哉委員、 

稲田保子委員、小田島雅博委員、佐藤敏男委員、鶴谷聡美委員、佐々木百合香委員、 

橋本博委員、中川昌憲委員 

 

4 欠 席 委 員   なし 

 

5 委 員 外 委 員   なし 

 

6 市 側 出 席 者 

 

【企画財政部】 

 企画財政部長       川 村 裕 樹       企画課長         橋 本 征 紀 

 総合計画課長       佐 藤 直 人       政策広報課長      安 田 将 人 

財政課長         佐 藤   亮       都市計画課長      新 田 邦 広    

ボールパーク推進課長   柴   清 文 

 

【総務部】 

  総務部長         中 屋   直       防災危機管理担当部長   米 川 鉄 也 

総務課長         杉 山 正 一         職員課長        尾 崎 英 輝 

行政管理課長       安 田 寿 文        秘書課長        福 田   誠 

税務課長         林   正 明        危機管理課長          荒  川   亨 

災害復興支援課長     伊 達 千 秋 

 

【市民環境部】 

  市民環境部長       高 橋 直 樹 

 

【保健福祉部】 

保健福祉部長       三 上 勤 也 

 

【子育て支援部】 

子育て支援部長      仲 野 邦 廣 

 

【建設部長】 

建設部長         平 川 一 省 
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【経済部】 

経済部長         砂 金 和 英       経済部理事      水 口   真 

 

【会計室】 

 会計室長         広 田   律       契約課長       庄 司 直 義 

会計課長         宮 下 照太郎 

 

【教育部】 

教育部長         千 葉 直 樹          教育部理事      津 谷 昌 樹 

 

【監査委員事務局】 

監査委員事務局長     川 合 隆 典         監査委員事務局次長  棚 田 吉 浩 

 

8 事 務 局 

議会事務局長        藤 木 幹 久         議会担当主査     加 藤 丈 博 

書記               葛 西 由美子 

 

9 傍 聴 者       1名 

 

10 案 件    議案第 17号 令和 2年度北広島市一般会計予算 

            議案第 18号 令和 2年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

             議案第 19号 令和 2年度北広島市霊園事業特別会計予算 

             議案第 20号 令和 2年度北広島市介護保険特別会計予算 

             議案第 21号 令和 2年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

             議案第 22号 令和 2年度北広島市水道事業会計予算 

             議案第 23号 令和 2年度北広島市下水道事業会計予算 

 

 

議事の経過 

 

 

川崎委員長 

 ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本日の日程は配付済みの審査方法等協議資料に記載のとおりであります。各委員にご協力をいただき、日程どおり

審査を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 審査に入ります前に質疑の方法について確認をいたします。質疑は提出いただいた通告にのっとり行っていただき

ます。回数は 3回までとします。質疑の順番は挙手いただき、委員長が指名した順といたします。総括質疑を行う場

合には留保する必要がありますので、その旨を発言されますようお願いいたします。また簡潔な質疑、答弁をお願い

いたします。 

 なお、傍聴の取扱いについては申合せにより許可いたします。 

 それでは、 

 議案第 17号 令和 2年度北広島市一般会計予算 
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 議案第 18号 令和 2年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 

 議案第 19号 令和 2年度北広島市霊園事業特別会計予算 

 議案第 20号 令和 2年度北広島市介護保険特別会計予算 

 議案第 21号 令和 2年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 22号 令和 2年度北広島市水道事業会計予算 

 議案第 23号 令和 2年度北広島市下水道事業会計予算 

 以上 7件を一括して議題といたします。 

 初めに一般会計予算の歳入の質疑を行います。 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず、一般会計の予算書 16ページになりますが、市税収入の固定資産税ですけれども、これは 2月 28日にも総務

常任委員会で説明がありましたけれども、2020年度の税制改正がございまして、固定資産税に関しては死亡等による

所有者不明の不動産に対する固定資産税の徴収について改正が行われたところであります。まず、この固定資産の税

制改正の内容について簡単にご説明いただきたいのと、具体的に今回改正によって固定資産税の今まで徴収できなか

った部分が今度新たに徴収できることになりますので、その新たな課税の見通しというもの、その辺りはどういう見

通しを持っていらっしゃるのかお聞きします。 

 それから二つ目は、同じく一般会計の予算書の 18 ページになりますが、第 6 款の法人事業税の交付税に関しまし

て、前年度歳入ゼロになっておりますけれども、今回新たに 9,700万円歳入として見込んでおりますけれども、この

新たに交付になった経緯、理由についてご説明いただきたいと思います。 

 

川崎委員長 

 林税務課長。 

 

林税務課長 

 山本委員の質問にお答え申し上げます。令和元年度の税制改正において、所有者不明土地等に係る固定資産税の課

題への対応ということで、登記簿上の所有者の死亡に係り相続登記がされるまでの間における「現に所有している者」

について申告を制度化したということがまず 1点。それともう 1点が、所有者不明土地において、調査を尽くしても

所有者が判明しない場合には、使用者がある場合その使用者に課税ができるという制度、その拡大という内容になっ

てございます。 

 本市におきましては、所有者が不明、わからないということで課税に支障を来しているという事案は今のところな

いものでございます。ただ、今後そういった事案も出てくる可能性があると思いますので、そういった事案が出てき

たときにはこのような改正法を踏まえて対応していきたいと考えてございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 法人事業税交付金の関係について、私からお答えさせていただきます。この交付金につきましては、地方法人課税

の偏在是正措置の一環として創設されたものでございまして、令和 2 年度から新たに実施されるものでございます。 

 内容につきましては、法人住民税の法人税割が交付税原資化されることによりまして、市町村分の法人市民税法人

税割が 3.7％今回引下げられまして法人市民税が大きく減少となるということで、この影響を補塡するため、都道府
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県が法人の所得に課税する法人事業税、この法人事業税額の 7.7％を法人事業税交付金として市町村に従業員数に応

じて交付するものでございます。この措置による直接的な市町村の一般財源の増額効果のほか、間接的な効果として

年度間の税収変動や偏在性の大きい市町村分の法人住民税法人税割の一部を外形標準課税が導入されまして税収の

安定化が図られてきた都道府県税の法人事業税の交付金に置き換えることにより、市町村の税源の偏在是正と財政運

営の安定化にも寄与するものであるとされているところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 固定資産税のほうは、それで新たな税収については、さほど影響はないということですけれども、固定資産税とい

うことで住民課税の内容ですので、周知等についてはしっかりと丁寧にしていただきたいと思います。 

 それから、法人事業税の交付金についてですけれども、これは法人市民税の減少の部分をこういう形で交付税とい

う形ですが、実際法人市民税の減少分と見合せて考えますとその分がきちんと補塡されていると見込んでいるのかど

うかというところはどうでしょうか。 

 

川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 お答えいたします。今回令和 2年度当初予算では法人税は大体 1億円の減収を見込んで予算化しております。今回

9,700 万円ということで法人事業税交付金を上げさせていただいたので、これを見る限りはイコールでいっていると

は思いますが、この 9,700万円については、今回新たにできた制度ですので、実際これだけ入ってくるかというのは

今のところは未確定というところではございます。ただ、先ほど法人市民税法人税割の交付税原資化ということで、

法人事業税交付金として来る分と、あと地方交付税で来る分もあるので、総体として考えますと基本的には市町村に

はプラスで来るのではないかと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 青木委員。 

 

青木委員 

 歳入のゴルフ場利用税交付金について 2点お尋ねしますけれども、まず、過去の交付金額の推移を教えていただき

たいというのが 1点です。 

 もう 1点は、このゴルフ場利用税交付金制度そのものについての市の見通しについてお尋ねをしたいと思いますが、

ご承知のとおり税制改正のたびにこのゴルフ場利用税の廃止というようなお話も出ております。特に文部科学省、ス

ポーツ庁、スポーツ関連団体から毎年このような要請が上がっておりまして議論にはなりますけれども、特に来年度

税制改正におきましては廃止という方向から控除額の拡大というような戦略で議論をされているやに伺っておりま

す。ご存じのとおり当市北広島市はもちろんですけれども、近隣の恵庭市、千歳市さんもやはり道内でも有数のゴル

フ場を保持する都市としてやってきたわけでございますけれども、市の歳入にとりましてもこのゴルフ場利用税交付

金は小さくはないと考えておりまして、この制度の今後の見通しについて、市としてはどのようなご見解をお持ちで

いらっしゃるのか。この 2点をお尋ねいたします。 
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川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 お答えいたします。ゴルフ場利用税交付金の推移ということで、過去 5年間でいいますと、平成 27年度 1億 9,100

万円、平成 28 年度 1 億 8,200 万円、平成 29 年度 1 億 8,600 万円、平成 30 年度 1 億 7,700 万円で、令和元年度はこ

れまでに 1 億 7,900 万円が交付されておりまして、今後 3 月にも、もう 1 回交付されますので決算見込みとしては 1

億 8千万円を超えてくるものと考えております。大体 1億 8千万円台がベースという状況にあります。今後の見通し

ということで、青木委員もおっしゃっていた文科省の今後の令和 2年度の要望などでは、今までは廃止と言っていた

のが非課税措置の拡充要望ということで、具体的には、現在 18歳未満 70歳以上に非課税措置があるところですけれ

ども、それを文科省は 30歳未満 65歳以上に拡充するということで今回要望されております。そのほかの要望もあり

まして最終的にはこの拡充措置は取り入れられなかったんですけれども、オリンピックを含む国際競技大会出場選手

などへの非課税措置については新たに導入されることとなったことでございます。これまで与党の税制改正大綱にお

きましてゴルフ場利用税については長期的な検討事項とずっとされておりましたけれども、今回の令和 2年度の税制

改正大綱ではこの記述がなくなったということで、ゴルフ場利用税の堅持に向け大きく前進したものと考えていると

ころでございます。引き続き全国市長会などと連携しながらゴルフ場利用税の堅持のための活動を積極的に進めてま

いりたいと考えているところでございます。 

 

川崎委員長 

 次に、小田島委員。 

 

小田島委員 

 議案書の 16ページ、法人市民税、先ほども少し関連して答弁があったようにも思いますけれども、特に法人事業税

が前年度予算対比で約 1億 450万円ほど減額になっておりますけれども、その要因についてお伺いいたします。 

 同じく 16 ページでございますけれども、固定資産税、これも前年度予算対比で 8,800 万円ほど増額になっている

その要因というのはどういうことなのかということもお聞きをしたいと思います。 

 あわせて同じく 16 ページでございますけれども、都市計画税、これが前年度予算対比で 1,390 万円ほど増額にな

ってきているのがございまして、これの要因についても、お聞きしたいと思います。 

 あとそれから 40 ページに財政調整基金、基金の繰入れがいろいろと記載をされておりますけれども、特に財政調

整基金、減債基金で毎年度積立てをしていこうと、目標 30億円ですか、それを 10年間ぐらいで基金として積み上げ

たいと、さきの議会の中でもそのことをおっしゃっていましたけれども、これが令和 2年度は前年度と比較して減額

になってきている状況がございまして、この要因は何かをお聞きしたいと思います。 

 それから最後になりますけれども、38ページ、歳入の一般寄附金、非常に 2億円から 6億円ということで 4億円ほ

ど大幅に寄附金がアップをしてきていると思いますけれども、これは一般ふるさと納税以外にも企業型納税なども見

込んでいると思います。そのようなめどとか根拠というのはあるのかどうか、その辺りをお聞きしたいと思います。

以上でございます。 

 

川崎委員長 

 林税務課長。 
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林税務課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。法人市民税に関しましては、平成 29 年度税制改正において地方法人

課税の偏在是正措置に係る法人税割の税率改正が行われ、税率が 12.1％から 8.4％に引下げになっております。この

改正後の税率につきましては法人における令和元年 10 月 1 日以降に開始する事業年度分から適用となりますことか

ら、引下げによる影響として令和元年度当初予算比で 1億 451万 6千円の減で計上しているところでございます。な

お、引下げられた分につきましては、国税である地方法人税に振り向けられ、地方交付税の原資となっているところ

でございます。 

 次に、固定資産税に関しましては家屋分で新増築分が 1,800万円、新築軽減切れにより 700万円、企業立地促進条

例による課税免除終了分として 2,400万円程度の増を見込んでおります。また、償却資産分では例年の申告をいただ

いている分や企業立地促進条例による課税免除終了分を合わせて 1千万円程度の増を見込んでございます。このほか

本年度の固定資産税の予算額について当初予算の積算より調定額が伸びておりまして、そのような増額要因も加え令

和元年度当初予算比で 8,848万 2千円の増額を計上しております。 

 次に、都市計画税につきましては、こちらは主に家屋分となりますが、固定資産税と同様、新増築分や企業立地促

進条例による課税免除終了分などにより 500万円ほど増える見込みのほか、本年度の都市計画税の予算額について当

初予算額の積算より調定額が伸びていることなどの要因を加え、令和元年度当初予算比で 1,399万 7千円の増額を計

上しているものです。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 小田島委員のご質問にお答えいたします。私からは、一般寄附金に関して答弁させていただきます。一般寄附金に

つきましては、ふるさと納税に係る寄附金と市民や事業者等からの寄附に加えまして、委員からもお話がございまし

たが、令和 2年度からは企業版ふるさと納税の活用など新たな要素もございまして寄附額の増を見込んでいるところ

でございます。このうちふるさと納税に関しては本年度納税サイトの拡充など年度の中途から行いまして、これによ

り今 2.9倍ということで大きく伸びている実態もございます。次年度はサイトの拡充の効果というものを年度の当初

から得られる、また寄附金の拡充も見込みまして、そういったところを目標に進めていきたいと考えております。以

上でございます。 

 

川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 私から、財政調整基金、減債基金の関係についてお答え申し上げます。これらの基金についてでありますけれども、

ここしばらくは当初予算の編成時においては財源対策として財政調整基金、減債基金の取崩しを見込まなければなら

ない厳しい状況が続いているところでありまして、令和元年度の予算では財調、減債合わせて 5億円の取崩しを今現

在見込んでいるところでございます。このため令和 2年度当初予算編成におきましては、現下の厳しい財政状況に鑑

み、経常的経費についてマイナスシーリングを実施し、今年度が最終年度となる総合戦略関連事業も含めまして事業

の選択と重点化を図り、積極的な見直しに取り組むこととしたことなどにより、財調、減債基金合わせて前年度当初

予算の 5億円取崩しというところから 3億 6,200万円減の 1億 3,800万円の取崩しを見込むこととしまして、取崩し

額の圧縮を今回、図ったところでございます。以上でございます。 
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川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 特に基金の取崩し部分では北広島は財政指数からいうと優良な市ではございますけれども、その実やはり蓄えがや

っぱり少ないということで何かあったときに本当に大変かなと思いますので、それは効率的な執行ができるように要

請をしておきたいと思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは、3人の議員が質問したので、重複したところは飛ばします。4点お聞きします。 

 最初に地方消費税交付金、20 ページ、消費税が昨年の 10 月から 8％から 10％になり、前年度と比べ実質の増加分

はどれぐらいか、また今年度の予算で今後毎年推移しそうなのかという見通しをお聞きします。 

 次に、地方交付税、普通交付税の 20ページで、これは市長の市政執行方針でもありましたが、普通交付税で幼保無

償化に係る経費が算定されたということでありますが、実際この額は幾らだったのかお聞きをします。 

 次に、ページ数は該当しないかと思いますが、住民税に係る質問で、国の法改正もありましたので一つ確認でお聞

きします。未婚のひとり親への支援策が拡大され、未婚のひとり親への寡婦控除の適用が法改正で始まりますが、本

市の対象者はどれぐらいいると予想されるのかお聞きをしたいと思います。 

 最後に、これは昨年もお聞きしましたが、今年度の予算編成で財政運営指針を市として方針を立てられましたけれ

ども、それがどのように反映されたのか詳しくご説明お願いします。 

 

川崎委員長 

 林税務課長。 

 

林税務課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。私からは、ひとり親控除の関係でお答え申し上げます。令和 2年度税制

改正におきまして、市民税の寡婦控除の見直しがされ、令和 3年度分の住民税から性別や婚姻歴の有無にかかわりな

く扶養する子がいる単身者について、ひとり親控除が適用とされることとなっております。このひとり親控除につき

まして、対象となる未婚のひとり親は 60人程度になるものと見込んでおります。以上です。 

 

川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 私からは地方消費税交付金の関係、それから地方交付税の関係、それから財政運営指針の関係、3 点についてお答

えさせていただきます。 

 まず、地方消費税交付金についてお答え申し上げます。経済や景気の影響による税収の増減もありますことから、

税率改正に伴う増加分を正確に見積もるというのはなかなか難しいところではございますけれども、令和 2年度は税

率改正による影響がおおむね平年度化されるということで、国の地方財政対策では前年度比で 31％の増とされている



R2.3.4【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 1日目 

 

8 

 

ところでございます。これを受けて本市の令和 2年度当初予算における地方消費税交付金につきましても令和元年度

当初予算から 31％、3億 9,500万円増の 16億 4,200万円と見込んだところでございます。 

 続きまして、今後の地方消費税交付金の推移についてお答えいたします。令和 2年度は実は納付日のずれが生じる

ことによりまして、令和 2年度の見込みでいきますと平年ベースより多い交付額となる見込みになっております。詳

しくご説明しますと、令和元年 11 月末日が土曜日であることによって、11 月末日までに国に納付される地方消費税

の一部が 12月に納付されるということが起きます。この結果として、令和元年 11月末日が平日であれば、令和 2年

3 月、すなわち令和元年度、今に交付されるべき地方消費税交付金が翌年度の令和 2 年 6 月に交付されるというずれ

が起こる、令和 2年度だけ。このことから平年ベースの地方消費税交付金につきましては今回予算に計上した金額よ

りはちょっと少なくなる、ですけれども増額はするという格好で見ているところでございます。 

 次に、幼児教育・保育無償化に係る地方交付税についてお答え申し上げます。令和 2年度の国の地方財政対策では、

無償化に伴う一般財源ベースの地方負担増加額は約 3,100億円とされております。この増加額や国が地方財政対策で

示した令和 2年度の普通交付税の推計方法などを踏まえて本年度の令和 2年度予算における幼児教育・保育無償化に

係る普通交付税の基準財政需要額に算定された額につきましては、算定方法の詳細がまだ示されていないため、無償

化だけの需要額を推計するというのはなかなか難しいところではございますけれども、無償化が含まれている交付税

の算定項目、社会福祉費等などがありますけれども、それらの基準財政需要額の増加額はおおむね 1億 8千万円ぐら

いを見込んでいるところでございます。 

 最後に、財政運営指針の関係でございます。令和 2年度はボールパーク関連や災害復旧の事業費が大きくなり、こ

れらに伴う市債の発行額も増加しましたけれども、これらの関係を除く市債の発行額についてはなるべく抑制を図る

ということで予算編成を行ってきたところでございます。 

 状況について申し上げます。令和 2年度予算における各目標の状況につきましては、まず経常収支比率は 5年後の

目標値 90.6％未満に対し令和 2 年度当初予算では 94.8％となる見込みとなっております。平成 30 年度決算値は

93.4％でありますので、1.4％比率が上昇しているところでございます。 

 次に、基金残高は財源対策として先ほどもご説明しました財政調整基金などを約 1億 4千万円の取崩しを見込んだ

ことなどにより、5年後の目標額 37億円に対し、令和 2年度末では約 13億円の見込みとなっております。 

 次に、市債借入額は、建設事業債の単年度借入目標 11億円以内に対して今、約 27億 6千万円となっており、ボー

ルパーク構想に向けたインフラ整備に伴う市債借入が約 12億 8千万円、災害復旧・復興事業に伴う市債借入が約 5億

8 千万円となったことが大きな要因となっております。また、これらの市債を除いた建設事業債は約 9 億円というこ

とで、この中には期間限定で交付税措置がありまして、有利な起債であります公共施設等適正管理事業債や緊急防災・

減災事業債が約 2億 5千万円ほど含まれておりまして、これらの活用を図ったことも借入額増加の一要因となってお

ります。 

 最後に、健全化判断比率でございますが、令和 2 年度予算においては、実質公債費比率は目標値 5.0％未満のとこ

ろ同比率の 5.0％、将来負担比率は目標値 100％未満のところ 140.6％となる見込みとなっておりまして、将来負担比

率につきましては先ほどご説明しました負債残高の増加、それから基金の減少などに伴い数値が上昇傾向にあるとこ

ろでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは、1 点だけ再質問します。今の財政運営指針ですけれども、昨年も予算委員会で聞きました。そのときの

答弁では、ボールパークの予算が確定していないので、それが出たら見直すような方向でいきたいということであり

ました。今回の代表質問でもボールパークは約 60 億円という大体の目安が出ましたけれども、今後その中でこの財
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政運営指針、5 年後を見据えてのこの数値をそのままでいくのか、それとも一旦見直して、今目標からずれている項

目もいくつかもう目立ってきていますから、今後その見直しというのはどう考えるのか、そこを説明お願いします。 

 

川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 藤田委員の質問にお答え申し上げます。何度か私もご説明していますが、財政運営指針につきましては、ボールパ

ーク関係の部分とか災害復旧の関係のところなどを想定していないところで作ったものでございますので、数値につ

いてそのまま現状で当てはめて目標をつくっていくというのは、なかなかその目標を立てるのは困難な状況にあると

いうのはご説明してきたところでございます。それで令和 2年度には、総合計画の策定だとか、後は行財政改革の新

たな計画の策定だとか、いろいろ区切りになる部分がありますので、ボールパークの事業の確定状況にもよりますけ

れども、令和 2年度中には何らかの見直しをやれたらいいと考えています。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私からは、ふるさと納税のやり方についてお伺いをしたいと思います。私自身も田舎の知内ふるさと札幌会の会長

をやっていますけれども、ふるさと納税そのものの否定はもちろんしませんけれども、ふるさと会に入っているとそ

のまま自動的といいましょうか、ふるさと納税のご案内が来るのです。これは熱心だといえば熱心、払わなければな

らないというように義務感に駆られますが、例えば北広島のふるさと会、東京北広島会がありますけれども、その場

合も役員の方に自動的に送っているのかどうか。これは必ずしも強制にはあたってはないとは思いますけれども、そ

ういうやり方でいいのかどうかというところがちょっと疑問なものですから、強制にあたらないような形でお願いを

するというようなことをぜひ徹底していただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 沢岡委員のご質問にお答え申し上げます。まず寄附につきましては寄附者本人の善意に基づく自発的な行為であり

まして、寄附の強要とならないように徹底しなければいけないと考えており、その上で東京北広島会の役員また会員

の皆様含めてですけれども、北広島市の近況など、まちの話題につきましては情報発信をさせていただいており、ま

た交流会の場においても、ふるさと納税の取組についてはご紹介をさせていただいておりますが、寄附の強要につな

がるような働きかけ、また案内というものは行っていないところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 以上で歳入の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 10時 31分 
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再 開  午前 10時 32分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に歳出の議会費の質疑を行います。 

 議会費への通告はありません。議会費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 10時 33分 

再 開  午前 10時 34分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に総務費のうち総務管理費の財政管理費、会計管理費、契約管理費、企画費の住み替え支援事業、空き家流動化

促進事業及びリユース住宅活用サポート事業を除く企画総務費、都市計画調査費、広報費、交通対策費のうち生活バ

ス路線確保対策事業及びバス等利用支援事業、統計調査費、公債費、諸支出金、予備費、継続費、債務負担行為、地

方債の質疑を行います。 

 桜井委員。 

 

桜井委員 

 私からは、予算書 73ページ、附属資料 43ページに事業として上げられています駅西口周辺エリア活性化事業につ

いて 1 点だけ質問させていただきたいと思います。駅西口周辺エリア活性化事業については 2023 年開業のボールパ

ークへのアクセス機能の整備、さらには駅周辺地区の魅力と価値を高めるということで、市有地の効果的な活用、さ

らには民有地を含めた一体的な土地利用・機能整備というようなことで事業内容はお聞きをしています。令和 2年度

の事業費として 73 ページに載っていますのは 1,398 万 8 千円という中で、そのうち委託料として 1,396 万 7 千円が

計上されていますが、企画運営・作成等委託となっていますが、多分プロポーザルに向けたコンサルタント会社等へ

の委託ではないかと思っているんですが、具体的なその委託内容と、今回活性化事業、公民連携という手法の中で、

この委託業者の関わり方についてお聞きしたいと思います。併せて、先の代表質問でもやり取りをされていたんです

が、確認の意味も含めまして、駅西口に関する令和 2年度のプロポーザルを含めたスケジュールについて再度伺いた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 桜井委員のご質問にお答え申し上げます。令和 2年度の予算につきましては、公募支援業務に必要な経費やプロポ

ーザル選定委員会開催に必要な経費を計上するなど、まちづくりのパートナーを決める公募型プロポーザルの実施に

向けた予算となっております。委託の内容につきましては、駅西口周辺エリア活性化計画に基づき公募型プロポーザ

ルによる提案募集に向けまして、公募支援業務、市有地の評価等に係る不動産鑑定、測量業務を予定しております。

このうち公募支援業務につきましては、公募型プロポーザルの実施に向けまして事業手法や事業規模、公募要領、評

価基準、選定委員会の運営支援等を想定しておりまして、委託業者には開発事業等に係る知見を生かした支援を想定

しているところでございます。 
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 スケジュールにつきましては、令和 2年度の事業者選定に向けまして 4月から公募支援業務委託の準備に着手いた

しまして、第 2回定例会で選定委員会の設置条例の提案、不動産鑑定や測量業務を進め、また実施要領の作成や評価

基準の設定、活性化計画を踏まえた市としての要件設定など具体的な検討を進め、事業者への公募を経ましてプロポ

ーザルを実施し、事業者を選定していく予定、スケジュールとなっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 私からは、予算書 75ページ、附属資料 43ページに関連してボールパーク関係について質問いたします。それです

みませんが、マスクを通してですと私ちょっと声が籠もって聞き取りづらくなってしまいますので、答弁はゆっくり

とはっきりとお答えいただければ幸いです。 

 このたびの 2020年度の一般会計において総額 281億円相当の中でボールパーク関連の事業費が 31億円ということ

が示されていますけれども、その中においてのボールパーク構想の推進事業だとか各インフラ整備などの総事業費に

占める次年度の事業費用の割合と、あとこの事業費の計上の根拠を示していただければと思います。 

 

川崎委員長 

 柴ボールパーク推進室ボールパーク推進課長。 

 

柴ボールパーク推進課長 

 それでは、私から永井委員のご質問にお答え申し上げます。ボールパークに関連いたします概算総事業費といたし

ましては、JR新駅の整備費用も含めた全体の事業費となりますが、約 214億円から 224億円程度を見込んでおります

が、このうち約 14％となります 31億 2,448万 4千円が来年度のボールパーク関連予算ということになっております。

また、来年度予算の内訳といたしましては、ボールパーク周辺道路の拡幅工事や新設アクセス道路の用地取得などの

市道整備事業で 28 億 6,006 万 1 千円、調整池の設計や事業用地の取得などの都市公園整備事業で 2 億 6,075 万 7 千

円、機運醸成や理解促進、PR事業の実施などのボールパーク構想推進事業で 366万 6千円ということになってござい

ます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 このたびの一般会計の歳出 281 億円の中でも大半ボールパーク関連事業費が大体 1 割、1.5 割ぐらい占めているか

と思いますけれども、やはり市民の中ではこれからどんどん関連事業費が膨れ上がっていくのではないかという懸念

の声も上がっておりますので、山本委員の代表質問でもお答えがあったかと思いますけれども、やはり市としては今

後の市の財政運営、先ほど藤田委員からも話が出ておりましたが、市の財政運営ときちんと見通しを持って市民の負

担など、また市民の不安の懸念を拭えるような財政措置をとっていただきたいと思いますが、その辺りについての見

解はいかがでしょうか。 

 

川崎委員長 

 川村企画財政部長。 
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川村企画財政部長 

 お答え申し上げます。このボールパーク構想、ご指摘のとおり財政的な面でいきますと大きな金額が計上されてお

ります。当然かかっていく経費と、今後それで得られるであろうまちに対するいわゆる収入を含めて、市民の皆様に

も丁寧に説明し、財政運営をしっかり行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 4 点ほどお聞きをいたします。まずは 1 点目、ふるさと応援事業でして、予算書 71 ページ、附属資料 42 ページで

ございます。先ほどの収入財源の関連でもありますけれども、まず歳入が前年度 300％アップ、3倍になっているとい

うことがあるので、多分これらに関わる返礼品などでここの金額も対前年から 3倍ぐらいになっているのかと理解し

ているところでございますけれども、それ以外に何か増に対する根拠があれば教えていただきたいということと、そ

れから返礼品の関係では寄附額の 30％以内となってきておりますけれども、実際本市の分はそれ以下だと思いますけ

れども、その状況がどういうふうに推移をしているのかということがお聞きをしたいのと、それから企業版ふるさと

納税というのがかなりの額を、6億円のうちの歳入のかなりの額をそこで予定をしているのかなと思いますけれども、

それに対する返礼品というのが対象になってくるのかどうなのか、その辺りの額などがあればそれもあわせてお聞き

をしたいと思います。 

 それから二つ目でございますけれども、予算書 79 ページ、生活バス路線確保対策事業でございます。附属資料 38

ページでございますけれども、令和元年 800 万円という補助、交付金を出していまして、2 年度については 1 千万円

を超えたというような予算措置になってきておりますけれども、対前年比 220万円ほど増えております。それで赤字

額との負担割合というのがどういう積算、試算になってきているのかというのをお聞きしたいと思います。以前は、

かなり金額があるけれどもすごく低額になっていたのを半分ぐらいに上げていこうというそういった経緯があって、

5 年前ぐらいの 250 万円から今 800 万円まで増やしているという経過があると思いますけれども、そこについてお伺

いいたします。 

 それから、バス等の利用支援事業、予算書 79ページ、附属資料 43ページでございますけれども、これもバス利用

者の令和元年から比べますと 250万円ほど増えてきているという状況もございまして、さきの議会の中でも質問をし

たときに、なかなか利用者というのが増えてきていないというのもお聞きをしておりますけれども、その辺りの状況

をどのような積算の根拠としたのか、それをお聞きしたいと思います。 

以上よろしくお願いいたします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。まず、ふるさと応援事業につきまして、こちらの予算額が増えている

要因につきましては先ほど歳入の部分でお答えしたとおりでございまして、返礼品のその寄附の割合に関しましては、

現在、国からの通達もございまして 3割以内ということで行っているところでございます。また、企業版ふるさと納

税につきましては、こちらは返礼品不要となっておりまして、事業者から寄附をいただきましてそれをまちづくりに

活用していくというようなスキームになっておりますので、そこの歳出の部分は発生してこない形となります。 
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 次に、生活バス路線確保対策事業におけるバス事業者への負担金が増えているということでのその理由ということ

でお答えいたします。令和 2年度のバス事業者への負担金につきましては、市内完結路線の運行により生じた収支赤

字額がまず対象となります。本路線につきましては昨年 10月に再編を行いまして、さんぽまち・東部線として運行し

ており、この再編については市が主体となり地域公共交通活性化協議会の議論を経て決定しており、再編後の収支赤

字額につきましては市が負担するような流れとなっております。そのため再編前は赤字の 2 分の 1、上限 800 万円の

負担でございましたが、再編後は全額市の負担となるため予算が増えた形となっております。 

 続きまして、バス等利用支援事業における積算の内容ということでお答えいたします。本事業は市内完結路線沿線

に住む 70歳以上の高齢者を対象とした高齢者バス利用促進事業と 65歳以上の運転免許自主返納者に対してバス、タ

クシー運賃の一部を助成する運転免許自主返納者バス利用支援事業の二つの事業でまず構成をしております。高齢者

バス利用促進事業については、過去の実績を踏まえまして利用者数ですとか利用率を考量し積算をしております。運

転免許自主返納者につきましては、本年度よりタクシーを助成対象と加えておりまして、昨今の社会的情勢と相まっ

て申請が大幅に増えております。次年度も同様の傾向が続くと想定し事業費を積算した結果、今年度予算に比べ増加

した形となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 一つ、ふるさと応援事業の返礼品の関係でいいますと、一般のふるさと寄附金と企業版のその周囲における収入の

割合、見込みのところがどうなっているのかお聞きします。ただ、対比をしますと収入でも 3倍、歳入でも 3倍見込

んでいて、そして支出の返礼品も昨年から約 3倍になっています。ですから大半が一般のふるさと納税のことに関連

するのか、それとも企業版というのは、この中では返礼品不要だとしたならば、全てがふるさと納税、一般の人のふ

るさと納税の返礼品という積算になっているので、その辺りのバランスがどうなっているのか再度ご質問いたします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 お答え申し上げます。来年度、一般寄附金ということで 6億円予算を計上させていただいておりまして、この内訳、

内容といたしましては、いわゆる返礼品がありますふるさと納税については今年度の約 3倍を目指したいということ

で大体 3億円を見込んでいます。これに加えまして企業版のふるさと納税ということで同じく 3億円程度見込んでお

ります。このほかにも市民の皆様や市内の事業者の皆様からも寄附をいただいておりますので、これらを含めまして

6億円という形で想定しているところでございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私からは人口減少という言葉の要因に関する認識についてお伺いをしたいと思います。予算書上では 71 ページに

書いてある項目ですけれども、ほかの分野にも相当この人口減少という言葉が使われておりますので、それについて

聞くわけですが、例えば項目としてはにぎわい・活力のあるまちの地方創生だとかの推進、それから行財政運営、行
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革の推進、強いて上げればボールパーク構想推進事業費だとか行財政改革推進事業費だというふうに述べていますし、

市長が述べた市政執行方針の初めで、人づくり、働き方改革については、緩やかではあるが長期的に人口減少が続い

ているという記述はもちろんそのとおりです。そのとおりですけれども、それだけで片付けられない大きな問題があ

るのではないかと私は思っています。ボールパーク構想を決断したのは、他の 178市町村が人口減少という言葉で仕

方がないと思っているかもしれませんけれども、北広島はやっぱり将来の中長期的な構想を見たときに、このボール

パーク構想事業というのが将来を見据えて市長が自ら必要だということを強く印象づけるために決断したのだと私

は思っています。 

 そんな中長期的事象を見たときに、人口減少は他の市町村よりもスピード感は確かに遅いかもしれませんけれども、

要因は大なり小なり同じですよね。自然減であり社会増がそれに伴っていないというのが一つの大きな原因があるか

と思いますが。ただ、北広島市は団地ができて一斉に新しい人が入ってきて、もう相当年数が経っています。高齢化

率も高いです。そういう中であって他の市町村から見れば同じ要因であったとしても、一旦高齢化による自然減が進

むと、雪崩を打って人口が減るだろうという認識は足りないような気がしなくもありません。ですから、高齢化、人

口減少が著しく進むという認識があれば、もっと認識を変える必要があるのではないかと。そのためにボールパーク

構想があるということをやっぱり市民の皆さんに訴えかけるようなそういう手法を盛り込むべきだと思いますけれ

ども、来年度予算の中にそういうものを盛り込んでないとは言いませんが、強調の度合いが私はもっと強調していい

のではないかと思うものですから、この点の認識はいかがでしょうか。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 沢岡委員のご質問にお答え申し上げます。まず、人口減少の認識ということで今委員からもお話がありましたとお

り、やはり本市の人口減の大きな要因といたしましては、出生数の減少に加えまして亡くなる方が多いということで、

この自然減が社会増を上回る形で推移をしているということが大きな要因だと認識しております。加えまして、社人

研の推計においても 2040 年頃まではそういった形で高齢者が増えていくということが見込まれておりますので、同

様の傾向が続くのではないかと見ております。まちづくりを進める上においては、やはりこうした現状というものは

直視していかなければなりません。その上で市としては人口減少のスピードを抑制し、さらにはプラスに転じる方向

を目指していくことで持続可能なまちづくりというものが可能になるのではないかと考えております。そうした視点

を持って、令和 2年度の部分におきましては、ボールパーク構想の取組はもちろんではございますが、それに加えま

して、駅西口の土地利用の関係、保育士の処遇改善、子どもへの貧困対策、教育分野でも児童・生徒の英語力の向上

に向けた取組もございます。新たな行政課題に対して対策を講じることで特色ある子育て環境や教育環境の充実に取

り組みまして、魅力あるまちづくり、それによって定住人口の増加につなげていく、こうした視点でのまちづくりと

いうものを進めていく必要があると考えています。以上でございます。 

 

川崎委員長 

沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 次に、ボールパーク関連による北広島駅西口地区の再開発について聞きます。何分、今定例会が開催をされるとい

うことで、2月 14日に、全員ではもちろんありませんけれども有志の会で市民の皆さんと意見交換をしました。その

中で出された意見は、積極的にやるべきだという人から、条件的に賛成だと、それから何もしなくていいという人ま

で多様な意見は出されていましたけれども、その中で私自身印象に残った意見としては、やっぱり 3年、5年、10年
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ではなくて、自分たちの子どもだとか孫だとか、もっと長い目で見て、今このまちに何が必要であるかということを

考えて、今市行政から提案のあるボールパーク事業を見るべきではないかというような前向きな意見があって少しほ

っとしていたわけでございます。ただ、民間活力を使ってただ単にシャトルバスを通すだけの西地区の再開発ではも

ったいないという意見もありましたし、飲食店がもっと増えればいいという意見もありました。あったけれども、そ

の一方では市有地、市の土地を何かに造りかえるのではなくて、緑のまま芝生を生えさせて何かあったときに備える

べきだというような意見もあったりして、これが個別の市民の人の意見かなというふうに思ったわけですけれども、

スケジュールのとり方については、少なくとも予定どおり、2023年の開業に向けてのスケジュールで進むでしょうけ

れども、その場合であったとしても、やっぱり来年度予算の中でどの程度の進捗状況を見ているのか、この辺りはど

うでしょうか。それが 1点です。 

 それと併せまして、現在 2023 年の開業に向けていろいろ事業が進められておりますけれども、何かが頓挫すると

か何かが滞ったりすると結局 2023 年に間に合わない場合も出てくるというようなこともありますし、そういう要因

が市民とのやりとりの不十分さが原因だとすればこれは極めて残念なことだとだと思いますので、市民の皆さんには

懇切丁寧な情報公開で対応が必要だというふうに思いますので、この点をどういうふうに予算化されているのか、予

算と関係なくやれるのか、その辺りをお示しいただきたいと思います。 

 それともう 1点、ボールパークに関連をして、これは警察との関係なんですけども、警察官の増員はある程度 2023

年に見込まれているんでしょうけれども、警察署の増築というのは、警察署を恵庭のような形でつくるのがいいのか

どうか、この辺は道警と何か話をした経過があるのか、それとも経過はないけれども今後そういう取組をする用意が

あるのかどうか、この辺をお伺いしたいと思います。 

 交付金・補助金の件は、事務局を持っている公費の負担をしている外郭団体の関係についてお伺いいたします。NPO

法人を含めて一般社団法人や協議会、研究会、福利厚生会など市にはたくさんの団体が存在をいたしますが、とりわ

け公で、市費で事務局の物件費をまかなう団体がいくつあるのか、この点、予算書はたくさん負担金を含めて書いて

ありますが、その辺り幾つあるのか、この点はいかがでしょうか。以上です。 

 

川崎委員長 

 佐藤財政課長。 

 

佐藤財政課長 

 沢岡委員のご質問にお答え申し上げます。私から交付金・補助金の状況ということでお答えしたいと思います。  

予算の附属資料の補助金・交付金の状況には 130 件、7 億 2 千万円の補助金・交付金が掲載されていますけれども、

そのうち市が団体の事務局を担っていて、さらに運営に対する補助が行われているものは職員福利厚生会や交通安全

運動推進委員会、北広島市観光協会など合計 14 件、130 件のうち 14 件、補助額は約 1,900 万円となっているところ

でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 お答えいたします。私からは駅西口の関係でお答えいたしますが、令和 2年度の予算においてどこまで進捗するの

かということでお答えいたします。まず駅西口周辺エリアにつきましては、先般作成をした活性化計画に基づきまし

て公募型プロポーザルによる提案募集を検討するための公募支援業務などに必要な経費を計上させていただいてお

ります。まちづくりのパートナーを決める公募型プロポーザルの実施に向けた予算としており、事業者選定まで進捗

はさせていきたいということで考えておりますが、本事業につきましてはまず 2023 年のボールパーク開業に向けて
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駅前広場の整備というものはまず優先的に進めなければいけないということで考えておりまして、その他市有地の活

用を含めましては事業者との協議を行いながらとなりますが、やはり 5年、10年という長いスパンの中でどういった

活用が図られるかというような視点で協議を進めていく必要があると考えておりますので、23年までに全ての活用が

進むということではないということをご理解いただければ思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 柴ボールパーク推進室ボールパーク推進課長。 

 

柴ボールパーク推進課長 

 私からはボールパーク構想に関する情報発信の部分についてお答え申し上げます。情報発信のための予算化につい

てでございますが、ボールパーク構想推進事業におきましては、市民周知に関するシンポジウムの開催経費、また情

報発信のための町内会宛て回覧郵便料などを計上しているところでございます。このほかに情報発信という部分にお

きまして今回予算化は伴いませんが、市議会において最新の進捗状況などにつきまして適宜ご報告をさせていただく

ほか、市民の皆様に対しましてもホームページや広報、また市民説明会などにおきまして引き続き丁寧な情報発信に

努めてまいりたいと考えているところでございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 人口減少の要因に関する認識については市長も多分同じだと思いますけれども、改めて私なりに申し上げることが

ございますので、市長総括に上げていただければと思います。 

 

川崎委員長 

 留保ということですね。 

 

沢岡委員 

 はい。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 私からは 2 点お尋ねいたします。まず 1 点目が、予算書 73 ページ、附属資料が 42 ページと 61 ページの高等学校

など生徒交通費助成事業の件です。この件に関しましては今年度から始まったものですけれども、申請の状況といい

ますか、今年度の実績についてお尋ねいたします。さらに、交通費の値上がりとかもありましたが、今年度の予算が

1,080 万円から 810 万円に減少している理由、この予算というのは補助金と交付金のみで需用費とか役務費は含んで

いない予算の金額ですけれども、この理由についてお尋ねします。 

 2点目は、予算書 79ページ、附属資料 43ページ、62ページのバス等利用支援事業についてです。この場合におき

ましても、予算が今年度 710万円から来年度 1,005万 5千円という形で増額しておりますけれども、これは先ほどの

ご答弁にもあったとおり免許返納者が大幅に増えたということで理解しておりますが、今まで一般質問でもお尋ねし
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ましたけれども、やはりここには市民の間に不公平感があり、高齢者のバスの一部補助に関しては全市に拡大すべき

と思いますけれども、その点についてもお伺いいたします。以上です。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 人見委員のご質問にお答え申し上げます。まず高等学校等生徒交通費助成事業につきまして、まずこれまでの本年

度の実績ですが、これまでに約 130件の申請を受けております。なお、本年度の予算につきましては、助成要件や基

準、進学状況を踏まえまして対象となる学生数を見込みまして、それに伴う交通費を積算基礎としておりましたが、

12月、1月の申請状況を踏まえまして、本年度予算に比べ次年度については減額した額での計上とさせていただいて

おります。 

 次にバス等利用支援事業につきまして、市民の間に不公平感ということで拡大ということのご質問にお答えいたし

ますけれども、対象路線としているさんぽまち・東部線につきましては市内の完結路線でございまして、やはり市の

責務において主体的に対策を講じる必要がございます。そのため路線沿線の地区に限定した制度としております。現

在のところ制度の拡大については考えていないところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 最初の高等学校の予算が減額されている件ですけれども、270 万円ほど予算が減っておりますけれども、やはり通

学にはお金が非常にかかり、子育てにも大変な状況が続いております。もしこの申請の状況で減額という判断がある

のであれば、例えばこの 270万円をせめて現状ベースに保ちながら支援の範囲を拡大とか支援の割合の拡大とかとい

うふうに検討することができなかったのか、1点目お尋ねします。 

 2 点目、バス等利用支援事業のことについてですけれども、これは要望になりますけれども、団地地区とか東部地

区はどうしても高齢化が市内のほかの地区から見たら高いのは存じ上げております。そこはもう踏まえていますけれ

ども、市民の感覚からいえばやっぱり行政側との乖離があるのかなと思います。今すぐにという考えはないかも分か

りませんけれども、これはいろんな市民の方との対話の中で常に出てくる言葉ですので、この辺りをしっかり考えな

がら次の第 6次の総合計画の中で反映していただくようにお願いいたします。以上です。 

 

川崎委員長 

 川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 再質問にお答え申し上げます。高校生の通学費の助成ということは令和元年度からスタートして、結果的に今回減

額となっておりますけれども、こうした給付型の、いわゆるセーフティネット的じゃなく当市の人口増加策に及ぶこ

ういう政策につきましては、効果を最大限に発揮するためにはやはり持続可能な制度としていく必要があると思って

おります。予算自体は減額となりますが、行き渡る必要な生徒に対してはしっかりこれが行き渡っていると認識して

おりますので、引き続き漏れがないように、そういった生徒には周知徹底をしていきたいというのが一つでございま

す。 

 それから最後のバス利用に関しましても、そういった市民の声をいただいていることも十分理解しておりますが、
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一方で団地線の維持確保に伴う部分でいくと大きな収支赤字が出てきている中、そういったものも踏まえながら、な

おかつ市民の方に利便性の向上ということでこういった助成を行うということが本来的に持続可能なものになるの

かということに関しては部局横断的にしっかり検討した上で市の方向性については検討してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 1点お聞きいたします。広報紙発行事業、市民への配布方法についてお聞きいたします。予算書 77ページ、附属資

料が 41 ページです。さきの鶴谷議員の代表質問で配布方法など広報については理解いたしましたが、コストの面で

お伺いいたします。広報紙の配布ですけれども、新聞折り込みが 75.4％という現状をお聞きしましたが、新聞折り込

みとポスティングではコストの面でどうなのかお伺いいたします。 

 

川崎委員長 

 安田政策広報課長。 

 

安田政策広報課長 

 稲田委員のご質問にお答え申し上げます。広報紙発行に係るコストでございますが、新聞折り込みにつきましては

ページ数によって若干の動きがありますけれども、一部おおむね 21円程度、個別の配送につきましては一部 57円程

度ということでの積算でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 新聞折込みが圧倒的に安価でということで、75.4％と数字がありましたけれども、例えば 2 紙、3 紙とっておられ

る方にも同じように入っていると思いますけれども、その数字も入っての 75.4％でしょうか。 

 

川崎委員長 

 安田政策広報課長。 

 

安田政策広報課長 

 お答え申し上げます。新聞のこちらの広報の発行部数に対して新聞の折込み部数との比較の 75.4％という数字でご

ざいますので、2紙、3紙とっていらっしゃる部分につきましても含んだ数字でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

2紙、3紙に入っているというのは 21円ですけれども、経費の面でやはり問題があると思いますので、これからそ
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の辺りを整理して 1紙 1部になるような方法をとっていただけるか、こちらは要望ですけれども、ご検討をお願いい

たします。 

 

川崎委員長 

 答弁お願いします。 

 安田政策広報課長。 

 

安田政策広報課長 

 お答え申し上げます。なかなか 2 誌、3 誌とっていらっしゃるところの、どの部分に 1 部にするというのも実際に

難しいというところもございます。ですので、なかなか現状では難しいというところの認識ということでご理解いた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 次にございませんか。 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 では、予算書 73ページ、UIJターン新規就業支援事業についてです。この詳細については北海道のマッチング支援

事業と連携するとありますけれども、その内容について詳しく教えていただきたいと思います。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 大迫委員のご質問にお答え申し上げます。マッチング支援事業につきましては、北海道が東京圏の求職者に対して

道内事業所の求人広告の掲載などを行うインターネットサイト、いわゆるマッチングサイトを開設、運営する取組を

いいます。その上で今般の就業支援金の給付にあたりましては、北海道が運営するマッチングサイトに登録されてい

る求人への就職を要件としておりまして、そういった意味で道のマッチング支援事業と一体的な取組という形で本事

業は進める形となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 北海道のマッチング支援事業としてやるのはいいですけれども、そうすると道内のほかの自治体とも一緒になって、

北広島の情報というのが埋没しないのかという心配があります。その辺りはちょっとどうなのか。また、北海道のマ

ッチング支援事業と連携しないと補助金が出ないのであれば、その支援事業をやりながら違うサイトに情報を発信し

ますといった場合は可能なのかお聞きいたします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 
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橋本企画課長 

 お答え申し上げます。北海道のホームページで現在の登録している事業者の一覧というものは確認することができ

まして、今委員お話のとおり、相当の数の事業者の求人がホームページ上掲載されておりますので、本市内の事業者

に限らず、他の自治体の事業者も含め今委員が懸念されたような形はあるのかと思いますが、ちょっと本事業の運営

については、やはり北海道において統一的な見解のもと取組を進めておりますので今はそういった状況にあるという

ことでございます。また、そのページを別なホームページに掲載することにつきましては、そちらは北海道に確認し

ないとお答えできない部分でございますので、まずは道にそういった取組が可能なのか確認をさせていただきたいと

思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 ぜひ埋没しないような、せっかく予算をつけてやる事業ですので、やっぱり埋没しないようにやっていきたいと思

います。北広単独でちょっと難しいかもしれませんけれども、首都圏の大学に情報提供をするですとか、就職情報サ

イトやそのウェブサイトに情報を提供するなど、北広島がこんなことをやっているんですよということを分かるよう

にしていければと思います。市のホームページにも UIJターンの情報提供を特化したものをアイコンでつくるですと

か、そういうことができれば優秀な人材、今後北広島で必要としている人材が首都圏から来るのではないかと思いま

すけれども、これは要望としておきますので、何とか検討していただければと思います。以上です。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 委員のご質問にお答えいたしますが、今の市内の企業のマッチングサイトへの登録状況ということでいいますと、

現在 2者の市内の事業者が登録をしている状況でございます。こちらのマッチングサイトへの登録に当たっては、登

録できる事業者の要件というものがありまして、そういったところで市内においては 2者というところでございます

が、こちらは経済部ともちょっと連携しながら、その事業者の登録の拡大ですとかについては北海道とも連携して進

めたいと思っております。あと、周知につきましては連携中枢都市圏での取組になりますけれども、圏域が連携をし

て首都圏で移住フェア等を行っておりますので、そういった機会を活用して本事業の取組についても周知しておりま

して、そちらについては引き続きそういった形での PRは進めていくこととなります。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私からは 3点お伺いします。一つ目が高等学校等生徒交通費助成事業です。先ほど人見委員からも質問がありまし

たが、別の視点でお伺いします。申請状況については確認できましたので、現年度導入年度というところで、手続き

など様々に対応していただいたかと思いますけれども、その中での反響や成果、また課題について寄せられた声など

がありましたら、まずそのことをお伺いいたします。 

 次に連携中枢都市圏推進事業です。予算書 73ページ、附属資料 46ページです。こちらで新年度に取り組む事業に
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ついて説明をお願いいたします。 

 次に、道路計画事業です。予算書 75 ページ、附属資料は 38 ページです。こちらの交通状況の調査予定の箇所と、

その場所を選ぶ目的についてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。高校生の通学費の支援につきまして、その手続ということでこちらは 12

月から受け付けておりまして、今回はインターネット上の電子申請による手続と従来の書類申請による二つの形での

手続をお受けさせてもらっております。その中でインターネットの電子申請ということでいうと、これまであまりそ

ういった手続の仕方がなかったということもあって、その内容で問合せがございますけれども、その他の部分でいい

ますと大きな問合せというものはない形になっておりまして、こうした助成制度を設けたことによる負担の軽減とい

うところでの声というものはいただいているところでございます。 

 次に、連携中枢都市圏につきまして新年度に取り組む事業ということでございますが、企画課で予算化している事

業については、本年度行っていた江別、厚別区、本市の連携事業ファミリー森林浴ウォーキングと札幌広域圏組合の

ときにもございましたが、キタラでのジュニアコンサート、この二つの取組となりまして、こちらについて、本年度

に引き続き次年度において予算計上させていただくこととなっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 新田都市計画課長。 

 

新田都市計画課長 

 私からは道路計画事業における交通量調査の予定箇所と目的ということでお答え申し上げます。道路交通量調査委

託におきましては、市内全域の幹線道路の主要な地点 31 地点を定めておりまして、おおむね 3 年サイクルで調査で

きるよう、エリアごとに調査を行っている状況でございます。令和 2年度につきましては、西の里地区及び東部地区

を予定しております。また、調査の目的につきましては、道路の計画や建設、維持管理等の基礎資料とするための調

査でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 再質問いたします。連携中枢都市圏推進事業のところで再質問いたします。令和 2 年度の予算 27 万 3 千円という

ことで資料を確認しましたが、このうちの報償費と旅費というのはどのように使われるのか具体的に教えてください。 

 それともう 1点、この後、次年度以降の連携事業の内容については協議の場で確認しながら検討されていくと思う

のですけれども、いろいろな施策の各分野において本市から提案して主導していく内容も協議の場で協議していくこ

とができるのかどうかについてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 



R2.3.4【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 1日目 

 

22 

 

橋本企画課長 

 お答え申し上げます。まず報償費につきましては、森林浴ウォーキングにご参加いただいた方に対して記念品とい

うことでこちらの予算を計上させていただいております。また、旅費につきましては連携中枢都市圏に関わる担当者

会議ということで、それに係る札幌までの旅費、加えて首都圏での移住フェアというものを行っておりますので、そ

れに係る経費ということで旅費を計上させていただいております。 

 また、連携中枢都市圏に関わる各種取組につきまして、こちらについては担当者実務会議ですとか首長会議という

ものがございまして、そういった場において市の意見、提案というものができる形になっておりますので、そういっ

た場面を活用してお話させていただく形になります。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 1点だけお聞きします。バス等利用支援事業、予算書 79ページ、この中での運転免許返納の推移でお聞き

いたします。新年度に向けてこの運転免許返納者が増えるという予算設定になっているのか。それから、この返納し

た方々がバス、タクシーの利用助成券をいただけるわけですけれども、その実態ですね。実態といたしまして、バス

だけ券をもらう方、それからタクシーだけ券をもらう方、併用してもらう方、傾向はどうなっているかお聞きします。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。まず運転免許自主返納者の申請状況ということでお話しいたしますが、

平成 28 年度から始めまして、平成 28 年度は 90 名、平成 29 年度、平成 30 年度はいずれも 173 名、そして本年度は

406 名の方から申請をいただいておりまして、こうした状況を踏まえて、次年度予算においてもその増加分を見込ん

だ形となっております。また、申請状況ですけれども、406 名の内訳につきましては、バスだけを選択されている方

は 46 名、全体で 11％になります。バスとタクシーを選択された方は 97 名で 24％、タクシーのみを選択された方は

263名で 65％となっているところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 ちょっと確認で、今年になってから急に増えたという感じですけれども、この増加率というのですか、これは今後

も右肩上がりで増えていくと予想しているのか、その辺りの見解をお聞きして終わります。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 お答え申し上げます。本年度から対象にタクシーを加えたこともありまして、これが増えている一つの要因と見て
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おりますけれども、高齢者が増えていく状況下においては、引き続き一定程度は増えていくのではないかと見ている

ところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 予算書の 75 ページで東京北広島会運営事業費について、お尋ねしたいと思います。今年度は約 120 万円が計上さ

れておりますけれども、東京圏に移住する北広島にゆかりのある方々の集い、会員相互の親睦を図るとともにまちづ

くりの様々な分野における首都圏との幅広い人脈やネットワークを活用し、北広島市の発展に寄与することを目的と

して発足しましたけれども、会員の動向と、これらの目的は順調に推移しているのか、お伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 橋本企画課長。 

 

橋本企画課長 

 橋本委員のご質問にお答え申し上げます。まず会員数については当初 100 名を目標としておりましたが、現在 115

名ということで、順調に増えているのではないかということで考えております。会につきましては発足後 3年という

ことで比較的新しいふるさと会ではありますが、そういった状況から当面運営基盤の強化を図るということが必要と

考えておりますけれども、活動の中を見ますと少しずつ会員とのつながりの中からの取組というものも生まれている

ところでございまして、順調に推移しているのではないかと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 この会の目的であります会員相互の親睦を図るとともにまちづくりの様々な分野における首都圏との幅広い人脈

やネットワークづくりは最も大切なことと認識するものでありますが、今後とも会のますますの発展を期待するとこ

ろであります。特に、担当職員は絶えず職場の配置替えが伴ってきますので、ただ引継ぎ業務に終わることなく、  

ぜひとも東京都広島村と私は言い続けてきたのですけれども、道内ばかりではなく、東京圏からの情報、あるいはま

ちづくりに対しての協力、そういったものは非常に大切だと思って、提案者の一人としては、このようなことで広島

会ができたところは喜んでいるところでございますが、そういうことで積極性あるいは外交性ある人材の登用は欠か

せないものと私は思うところであります。そのことがいろいろ発展をする、こういった要素につながると思います。

会長さんの志済さんをインターネットを見ますと、中外製薬株式会社執行役員 IT 統括部門長となっておりまして、

皆さん方も良い方を選択されたと思っているのですが、まだまだ裾野は僕の知る範囲では、非常に広うございます。

私も団地で個人的にですが商売をやった時代、そういった方々が成長しまして、いろいろな分野で活躍しているのを

よく聞くところがあるのですけれども、ちょっともう少しそういった積極性を持って、道内にとどまらず東京の情報

は非常にこれから大切だと思いますし、ましてやボールパーク等もそうでございますけれども、そのことについて一

つご見解があればお伺いしたいと思います。 
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川崎委員長 

 川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 お答え申し上げます。この東京北広島会、議員の皆様からも提案もある中、平成 30年に設立して今度 3年目を迎え

るということで、会員の中からは今回の胆振東部地震を通しても落語を通じて元気になってほしいという寄席をやっ

ていただいた方もいらっしゃいますし、本年 2月には国交省の職員、こちらも東京北広島会に入っている職員が本市

の職員相手に地方分権に関する説明会、研修会も行っております。ただの親睦のところからこういった形でまちづく

りに関わるような人材も少し出ております。北広島市職員においてもそういったところのアンテナをしっかり張って、

人材の確保も含めてこの発展、寄与してまいりたいと思っております。以上ございます。 

 

川崎委員長 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 私は目的にありますように北広島の発展に寄与する事業として、まちの魅力の発信や情報の発信、そして将来的に

はまちづくりの施策と連携などの実施や東京北広島事務所的存在に将来なることを願うものでありまして、このこと

についてご見解があればお伺いいたしたいと思いますが、答弁できなければ結構ですが、そのように期待していると

いうことがございますので、ぜひ発展を願うものであります。 

 

川崎委員長 

 川村企画財政部長。 

 

川村企画財政部長 

 東京北広島会は今 3年目でございますけれども、将来的には東京圏において独自で市の情報発信ですとか事業企画

とか行えるような、自走可能な東京北広島会が主体的に担えるような会を目指していきたいと思っておりますので、

今お話がありましたことも含めて、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

 

川崎委員長 

 以上で企画財政部及び会計室所管の総務費、公債費、諸支出金、予備費、継続費、債務負担行為及び地方債の質疑

を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 36分 

再 開  午前 11時 37分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に総務費のうち総務管理費の一般管理費、文書費、施設管理費、車両管理費、職員研修費、職員福利厚生費、公

平委員会費、まちづくり構想策定事業を除く防災費、情報管理費、情報化推進費、徴税費、選挙費、監査委員費、民

生費の災害救助費及び職員費の質疑を行います。 
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 桜井委員。 

 

桜井委員 

 私からは予算書の 65 ページの防災経費に多分含まれると思っているのですが、昨年の一般質問で取上げていまし

た災害時における情報の入手方法や市のホームページへの簡単なアクセスなどについて検討状況はどうなのかとい

うことです。この防災経費の中に具体的事務事業としては上がっていないかもしれないのですが、経費が含まれてい

るのであれば、その予算額などについてお聞かせいただければと思います。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 桜井委員のご質問にお答え申し上げます。まず災害時におけるホームページを利用した情報発信につきましては、

その充実を図るため、災害情報の発信に特化をしましたトップページを作成することとしております。こちらにつき

ましては、令和元年度予算において改修が可能でありましたことから、本年 2月に北広島市ホームページ緊急時トッ

プページ切替機能導入委託としまして、約 26万円で発注をしまして、年度内の改修に向けて今作業中でございます。

このため令和 2年度につきましては、関係予算の計上はしていないところでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 桜井委員。 

 

桜井委員 

 今お答えいただきましたように、災害時の災害専用というか情報用のホームページが年度内に準備されるというこ

とについては理解いたしました。今後の市民への積極的周知もお願いしておきたいと思います。災害時にはこういう

ことで情報を得られますというようなことを機会あるごとにお伝えいただければと思いますが、関連して質問いたし

ます。一昨年の災害以降、災害時の情報伝達に係るアプリというか、スマホで見られるようなアプリ系が非常に多く

出てきているように考えているのですが、既に情報としても押さえているかと思うのですが、スマホの災害時での情

報アプリについての検討状況があればお聞かせいただきたいと思います。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 お答え申し上げます。災害時における情報発信アプリにつきましては近年同様の機能を備えましたサービスが複数

の企業から提供され始めておりまして、その費用の見直し、またサービス内容の向上が逐次図られております。引き

続き導入の可否も含めまして、費用対効果やサービス内容の比較など情報の収集に努めてまいります。以上です。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 永井委員。 
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永井委員 

 私からは 65ページから 67ページに係ります地域防災計画改訂事業と防災資機材整備事業と胆振東部地震災害救助

事業について伺います。 

まず防災計画改訂の内容について、その詳細について伺います。こちらは恐らく道から示されてきています内容と

整合性をあわせる形で改定内容を考えていると思いますけれども、そちらの詳細を伺います。 

 また、防災資機材整備の事業費がこのたび 364万円ほど計上されていますが、拡充に向けてどのような整備が行わ

れるのか伺います。 

 次に、胆振東部地震災害救助事業で前年比から減額がされているのですけれども、こちらはみなし仮設の賃貸料の

減に関わるものと事前の打合せで聞いておりますが、そもそもみなし仮設の期間が 2020 年度で終了するということ

で、やはりまだ住んでいらっしゃる方が実際にいるということを踏まえて、簡単に打ち切るというか減額をするとい

うことではなく、現状を踏まえた上での予算計上をするべきではないかと考えておりますが、その辺りについて伺い

ます。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。地域防災計画改訂内容の詳細につきましては、平成 30 年胆振東部地震

の対応検証結果を踏まえた修正を中心としまして、毎年改訂されます各種法令等との整合性を図る改訂を予定してお

ります。 

 次に防災資機材等の整備についてでありますが、備蓄食料につきまして賞味期限が超過するものの補塡及び備蓄数

量の増強を図るため、賞味期限の超過時期に合わせて年度末をめどにアルファ化米、缶入りパン、粉ミルク等を購入

いたします。また、福祉避難所 13 施設のうち 1 施設が未整備となっておりますので、令和元年度から 3 カ年で整備

をすることとしておりますことから、引き続き施設管理者とも協議をし、必要な資機材を整備してまいります。この

ほか令和 2年度に予定をしております地域防災計画の改訂等に伴いまして整備が必要となる資機材が生じた場合には

適宜整備についての検討をしてまいります。以上です。 

 

川崎委員長 

 伊達災害復興支援課長。 

 

伊達災害復興支援課長 

 ご質問にお答え申し上げます。北海道胆振東部地震の災害救助費の前年比減額の主な理由といたしましては、みな

し仮設住宅の差額によるものでございます。みなし仮設住宅の供用期間は災害救助法により 2年間とされております

ことから、被災された方々の早期生活再建が最も重要であると認識しておりますことから、供用期間内での取組に今

のところ全力を挙げて進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 まず地域防災計画の改訂ですけれども、こちらのちょっと改訂の具体的な内容をどのように変えていくのか、これ

までのものと先般の胆振東部地震を受けた上での改訂というところで、その具体的なところをちょっと知りたかった
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のですけれども、それは今後の計画の中で決めていくということでしょうか。そうしましたら、道のほうからも恐ら

く震度だとかあと被害予測などの数値が示されて、それにあわせて、それとの整合性をやっていくと思うのですけれ

ども、例えば市の防災計画の中では、野幌丘陵断層帯の中で死者数が 6名だとか負傷者数が 187名とかという数値が

出ているのですけれども、こちらは例えば道で、「死者数は 6名ではなく、もっと多く想定されます。」と数値が示

された場合は、そちらにあわせて改訂を行っていくということでしょうか。 

 また、みなし仮設ですけれども、やはりもちろん期限内に今みなし仮設住宅に住まわれている方々が、安心してき

ちんと住めるような住宅に移転しなければいけないということはもちろんですけれども、そちらがなかなか進んでい

ないような感じが私どもでは受けるのです。それで、市では「やっています。やっています。」という答弁を、これ

までも何回も伺っているのですけれども、本当に期限内できちんと今住まわれている方々が移転ができるのかどうか、

それに対しての市での支援はどのように行っていくのかというところを改めて伺います。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 お答え申し上げます。地域防災計画における地震等による被害想定についてでありますが、令和元年度に実施して

おります地域防災計画の改訂におきまして国または道が示す被害想定につきましては最新のものに変更をしている

ところであります。今後、令和 2年度の改訂作業中に新たな数値等が示された場合におきましては、それらについて

も盛り込んでいけるよう作業を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 伊達災害復興支援課長。 

 

伊達災害復興支援課長 

 それでは、みなし仮設住宅に関する取組や、支援の一環といたしましては、個別協議の中でそれぞれの生活状況の

把握に努めております。また、地区の南側に位置しております Bエリアにつきましては土地の売買契約を進めており、

所有者に費用も入ったところでございます。今後につきましても引き続き生活再建に必要な情報提供に努めてまいり

たいと考えているところでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それでは防災計画に関して、北広島市内でも急傾斜地の崩壊の危険性などがある地域がありますので、そちらも道

から新しい急傾斜地の崩壊による被害想定などが示されていると思いますので、そちらと合わせながらこれまでの内

容とは違った形で改訂をしていっていただきたいと思います。要望で終わります。 

 

川崎委員長 

 ほかにありませんか。 

 大迫委員。 
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大迫委員 

 それでは予算書 67ページです。防災費、自主防災組織育成事業についてですけれども、防災倉庫を自治会近くの公

園だとか市有地に建てる際に住宅と同様な確認申請というのが必要になってきます。この確認申請については素人に

はなかなか難しい、作り方の見本は出ているのですけれども、それを見たとしてもなかなか分かりづらい書類でござ

います。その防災倉庫を建てることをそれで躊躇している自治会も実際にはございます。その確認申請、防災倉庫を

つくるときの確認申請をもっと簡素化できないのかということを伺います。 

 それと、あと地域防災計画改訂事業についてですけれども、ペットの同行避難の施設、これについての選定方法と

いうのはどのようになるのか、また、連れてきたペットをどのような場所で収容するのか、胆振東部地震対応確認検

証報告書、これを見ますと外部の建物やテントに収容すると記載をされていますけれども、実際にどのような形でや

るのかお聞きいたします。あと災害時の情報伝達については先ほどの桜井委員とかぶるところもありますけれども、

市民の方から広報車の声が聞こえない、携帯を持っていなければ災害情報も受け取れない、我々はブラックアウトと

いうものを経験したことによりまして、先ほどの答弁でありますホームページに専用サイトを作るということですけ

れども、それはブラックアウトになると見ることもできないという限界がございます。市民への情報提供の手段とし

て、我々としてはスマホがあればそれでもまだ多少見られますけれども、スマホを持たない高齢の方というのはどの

ように情報をとったらいいのかというのをどのように検討しているのか、お聞きいたします。 

また、市の獣医師会との災害協定を締結しようとして一生懸命頑張っていただいていますけれども、この締結はい

つぐらいになるのかお聞きいたします。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 大迫委員のご質問にお答え申し上げます。まず、防災物置の設置に伴います確認申請の手続についてでありますが、

法令上の規定によるものでありまして必要不可欠なものとなっております。市では申請時に記載例等をお渡ししてい

るほか、窓口における申請相談の中で書類の記載事項や作成手順について個別にサンプルを提示するなどして申請手

続の支援をしているところであります。今後も窓口におきまして丁寧な申請手続の支援を行うことによりまして申請

者の負担軽減を図り、防災物置の設置を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、地域防災計画におきますペット同行避難についてでありますが、こちら避難所施設の選定につきましては地

域防災計画の改訂等とあわせて具体的な検討を行うこととしておりまして、今の時点では候補施設の選定ですとか実

際に施設外のどのような形でお預かりするかというのは選定に至っていないところであります。次に情報発信につい

てでありますが、スマホアプリのほか、例えばブラックアウトのような状況であればエリアメール、地域 FM等の活用

を考えているところであります。次に獣医師会との災害時協定についてでありますが、協定書をもとに協議継続中で

ありまして、今の段階でいつの時期に締結できるということは明言できませんが、早急な締結に向けた協議を進めて

まいります。以上です。 

 

川崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 自主防災組織の防災倉庫については支援していただけるということですけれども、自主防災組織をつくったときに

黄色い救助セットみたいな物をいただきますよね。それがどうしてもどこに使用するかと困っているところもあるの

です。野ざらしのところもあるのでやはりもうちょっと簡素化できればいいと思いますけれども、分からなければや
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はり引き続き手続の支援をしていただければと思います。 

 あと、ペットの同行避難については、胆振東部地震などでもそうですけれども、検証報告書についているテントや

何とか収容しますというのはどうなっているのですか。それとあと、これについて地域防災計画及び水防計画の修正

概要にも家庭動物のスペースを確保するというのも載っています。細かいところはこれからということですけれども、

これはいつぐらいにできるのか、作る予定なのか、選定をいつぐらいに決めるのか教えてください。お願いします。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 お答え申し上げます。ペット同行避難についてでありますが、どの施設を利用するかなどにつきましては令和 2年

度の地域防災計画の改訂の中で進めてまいりたいと考えております。また、預かる手法についてでありますが、具体

的なものも、その時に検討となりますが、一例としまして一昨年地元町内会さんとの防災訓練の中で、屋外にござい

ますカスケ－ドも物置に LEDランタン及び暖房器具を設置した中にケージに入れた動物を預かるという訓練を実施し

ております。ただ、今の段階でその手法を使うかどうかというのは明言できないところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 同行避難についてのペットの収容施設ですけれども、外部にあるガレージ、カスケ－ド、テントを張ってというの

は、やはりやるにしても専門家の話を聞かなければだめだと思います。なぜこんなことを言っているのかというと、

避難者の方がエコノミー症候群にならないために、亡くならないために、安心して避難ができるためにというもので

すので、これをつくるのに獣医師会との防災協定をしっかりと結んだ上で専門家の意見を聞いてそれを反映してやっ

ていただきたい。地域で避難訓練をやって、カスケ－ドでやりました、自分が獣医師の方に聞いたら、外部にあるカ

スケ－ドなりテントなりで収容する場合には、やはりケージがなければだめだと。ケージがなければ大変なことにな

る。冬でもやはり今自宅で飼っているペットを表でやる。ストーブがあってもやはり亡くなる場合がある。夏場はど

うするのだと、暑過ぎて死んじゃうよということも言われています。ですので、安易にこういうものを決めないで、

やはり専門家と一緒になって協働して決めていただきたいと思います。決まる前にはしっかりと我々に対しても情報

提供を「こういう形で進めたいのです。」という話をしていただきたいと思いますので、どうでしょう。できますか。 

 

川崎委員長 

 米川防災危機管理担当部長。 

 

米川防災危機管理担当部長 

 ただいまの大迫議員のご質問にお答え申し上げます。ペット同伴に伴います避難に関しましては、やはりペットを

飼われている方にとりまして家族同然だという思いでいるということは、十分認識をしております。その中でどのよ

うな形で飼い主の方も安心して避難できるかというところは、これから具体的な検討に入らせていただきますけれど

も、その際には今ご指摘いただきましたとおり、獣医師の先生方、専門家の皆さんのご意見を伺い、どういった形で

実際に反映できるか、そういったところはしっかりと協議してまいりたいと思っております。それから、情報に関し

ましては、もちろん今までも行っておりますが、引き続きお知らせしてまいりたいと考えております。以上です。 
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川崎委員長 

 午後 1時まで休憩といたします。 

 

休 憩  午後 0時 00分 

再 開  午後 1時 00分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 質問を受けます。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 では、私からは四つの項目について質問いたします。 

 1 つ目、障がい者雇用創出事業について伺います。市役所にお勤めされている職員の方の中で、障がいをお持ちの

職員の方の障がいの種類をお伺いいたします。 

 2点目、職員研修費について伺います。研修予算の中でどのような研修内容が予定されているのかを伺います。 

 次に、3 点目、防災資機材整備事業について伺います。次年度の予算の中で整備、更新される予定の備蓄品を説明

お願いいたします。 

 4 点目が、総合情報システム管理事業です。マイナンバー制度に関する予算ですが、マイナンバーは行政の効率化

や市民の利便性、公平公正な社会の実現を目指して国が導入した制度というところで何年か経過しているのですけれ

ども、こちらに関わる予算が年々増えてきておりまして、平成 29年度から見ますとこの令和 2年度の予算では約 3倍

の金額となっておりまして、こちらの予算について継続的に負担が増え続けていく見込みなのかどうか、見通しをお

伺いします。 

 

川崎委員長 

 尾崎職員課長。 

 

尾崎職員課長 

 それではお答え申し上げます。まず、障がいのある職員の障がいの種類等ですけれども、平成 31年度における障が

い者雇用促進創出事業で就業している方は全部で 5名となっており、その種類は精神障がいと知的障がいとなってお

ります。正職員も含めた市役所全体ですと全体で 15名の方が働いており、障がいの種類としては身体障がい、精神障

がい、知的障がいとなっております。 

 職員研修につきましては、予定されている職員研修としましては自己啓発研修として自主研修グループの活動助成、

通信教育講座受講助成など、職場支援研修として職場内の研修ですとか先進都市派遣研修など。市の独自研修として

新任職員研修や新任課長職研修などの階層別基礎研修、法制執務研修や人事評価などの能力開発研修、あと特別研修

としてメンタルヘルス研修などがあります。その他、派遣研修として外部研修機関への派遣や、他自治体、民間の派

遣などもあります。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 
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荒川危機管理課長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。私からは防災資機材の整備についてお答え申し上げます。令和 2年度に

つきましては、消費期限等が切れる食料品の購入につきまして約 120万円程度、この他福祉避難所の資機材の整備に

50万円程度、あと毛布等使用することにより消耗される物品、その他発電機等の機械類を計上しておりますが、これ

らについての詳細につきましては令和 2年度の防災資機材の備蓄計画の見直しの際に詳細を決めていきたいと考えて

おります。以上です。 

 

川崎委員長 

 安田行政管理課長。 

 

安田行政管理課長 

 私からは中間サーバ・プラットフォームの利用負担金について説明したいと思います。この中間サーバ・プラット

フォームにつきましてはハードウェアなどを共同化集約した自治体中間サーバ・プラットフォームを全国 2カ所に構

築して、現在各自治体で利用しているものであります。この自治体中間サーバの運用に係る経費を毎年各自治体の都

道府県と市町村の人口割に応じて負担をしているところであります。なお、平成 29 年度から比べて 3 倍負担金が伸

びているということでありますが、今年度及び平成 2年度につきましては前回の構築から 5年が経過していることか

ら機器の更新が現在行われております。その機器の増額部分に係る部分が増額をされておりまして、今年度について

はその増額分に係る部分が 231万 9千円、来年度については 326万 7千円が通常の運営経費にプラス掛かっていると

いうことになります。なお、この機器の増額に係る部分については国からの補助金として交付される予定となってお

ります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 では再質問いたします。ただいまお答えいただいた総合情報システムに関して再質問いたします。順番が逆になり

ますけれども、こちらから再質問いたします。予算の増額になる金額は本当に多大というところなのですけれども、

直近時点のこのマイナンバーの個人カードの申請交付状況、枚数についてお伺いします。それから、こちらに予算と

して計上される財源ですけれども、全て一般財源から充てられていくものなのか、また金額が大きいので費用対効果

の視点で、マイナンバー導入による効率化はどの程度図られてきているとの認識をお持ちでしょうか、お伺いします。 

 次に防災資機材整備事業なのですけれども、食料品など消耗品などということで確認いたしました。食料に加えて

食べるものではなくても使用期限が迫るものは、当然順次更新されていくと理解しているのですけれども、それらに

ついて期限が迫ったものについてはこれまでも防災訓練などで活用されてきていますが、それでも期限過ぎて残った

ものがあった場合の処分というか扱い、最後はどのように処理しているのか確認させてください。 

 それと職員研修費について再質問です。多岐にわたって様々な研修が行われているということで伺いました。市民

の来訪者の中で障がいのある方が来訪した際の対応についての研修というのはどのように行われているのかを伺い

ます。以上です。 

 

川崎委員長 

 安田行政管理課長。 
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安田行政管理課長 

 再質問にお答えします。まずマイナンバーの交付枚数、予算の絡みですが、基本的にマイナンバーの交付等につき

ましては市民課で交付しておりまして、交付枚数は押さえておりませんが、現在のところ市民の 10％程度ではないか

なと思います。続きまして効果ですが、一概に効果はどうなっているかとは言えませんが、実際の情報連携の形から

いきましたら、2 月平均で本市から他市への情報連携のための照会については月で約 110 件程度を行っております。

また他市から本市に情報を照会されて本市から情報提供している部分、これについては約 3千件という形で情報連携

が行われているということで、それは今までは当然文書ですとか市民に添付してもらっているとかそういう形があっ

たと思いますが、今はこういう形で情報連携で検査が行われているということで、事務の効率化と市民の負担軽減が

図られていると考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 再質問にお答え申し上げます。防災資機材についてでありますが、アルファ化米、缶入りパン等の食料品につきま

しては、消費期限が近づいた場合には例えば防災訓練等におきましてお一人に二つ、三つなど配るなどして廃棄する

ことのないよう、期限までに配布をするように心がけております。その他消費期限があるものでいいますと、例えば

使い捨て懐炉等もございますが、こちらにつきましても市の事業などで利用するなどしてできるだけ使うようには心

がけております。救急キットなどに入っているバンソウコウなどについて一部廃棄をしている事例がございますが、

これらにつきましても有効な活用方法について今後も検討を継続してまいりたいと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 尾崎職員課長。 

 

尾崎職員課長 

 それではお答えいたします。障がいのある市民の来訪時の対応についてでございますけれども、こちらにつきまし

ては「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する北広島市職員対応要領」に基づきまして対応をさせていただい

ているところでございます。また新任職員については接遇基礎研修、その他の職員については接遇実践研修において

障がいのある方はもとより市民サービス向上のため、接遇に関する研修を実施しております。そのほか福祉事業体験

研修において、入庁 2 年目、3 年目の職員を市内の社会福祉法人等へ派遣して事業所の事業活動等を通して高齢者や

障がいのある方等への対応等について学ぶ機会を設けているところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 防災資機材整備事業について再質問いたします。避難所の運営をする中で広いスペースを家庭ごとまたは地域ごと

に間仕切りなどをするための備品の整備について以前話題になったことがあったかと思うのですが、こちらの整備状

況について最後確認させてください。 

 それと職員研修費についてなのですけれども、視覚障がいのある方からの市役所での対応について最近声が寄せら

れました。以前市役所を訪れた際に、白杖を持っていた方だったのですけれども、施設的には点字板がきちんと配置

されていたり、エレベーターの誘導には不安なく歩けたそうなのですけれども、いざ窓口までという際に、やはり周
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りに誰か人影は、人の気配はあるけれども、自分の存在に対して声掛けがなかなかなかったというところに、すごく 

不安だったという声が寄せられました。やはり視界に入った段階で、また来訪者に気をかけていただいて、声を掛け

て一緒に歩いていくという対応がしてほしかったということだったのです。福祉施設での実習なども様々行われてい

ると思いますが、実践に生かされるものとして、やはり研修を行っていただきたいと考えます。この新しくなった庁

舎もバリアフリーがすごく整備されたことですし、そのような様々な障がいのある来訪者への対応、そういうものを

学ぶためのセミナーや講師を招く研修などには、実践に生かせる内容のためには必要な予算もつけてでもそのような

対応ができるような研修を検討していただきたいと考えますが、見解をお伺いします。 

 

川崎委員長 

 荒川危機管理課長。 

 

荒川危機管理課長 

 お答え申し上げます。避難所等におきます間仕切りの備蓄についてでありますが、令和元年度現在、段ボールベッ

ド備付けの段ボール製の間仕切りが 100組、このほか畳 2枚程度、一坪程度の簡易に設置可能なテントにつきまして、

100張の備蓄がございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 中屋総務部長。 

 

中屋総務部長 

 お答え申し上げます。職員の来庁時の障がい者への対応という部分でございます。新庁舎になった折に 1 階、2 階

にあります案内のところで迷っている、そういった市民の方もおられる、そういったときには積極的に声掛けをして

案内をというような指導もしてきたところでございます。ただ、研修もいろいろな研修はやってきておりますけれど

も、やはり研修そのものよりも職員の意識だという部分が大きいと思いますので、これから研修をいろいろとやりな

がら、またいろいろな機会を設けて、そういった職員に気づきや意識といいますか、その辺りを周知していきたいと

思っております。以上です。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 1点お伺いいたします。議案書 85ページでございます。先ほど先に言ってしまいましたけれども、賦課徴収経費で

ございます。この中で、多分これは納税の納付書の発行事務等に関わるものだと思っておりますけれども、これにつ

いての企画運営・作成等委託の中が昨年の当初と比較しますと 500万円ほど減額になっているという状況がございま

す。多分賦課の関係での納付書等の発行とかまた発送とかというところでそんなに毎年大きな変化がないのかなと思

いますけれども、減額となった要因などがあればお聞かせいただきたいと思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 林税務課長。 
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林税務課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。企画運営・作成等委託として計上しております委託料につきましては、

固定資産税の賦課業務等に係る費用であります。具体的には例年行っております土地の鑑定評価時点修正業務委託、

それと令和 3年度の評価替えに向けて行います固定資産路線価付設及びゴルフ場用地価格評価業務委託、それと電子

化した登記情報の管理等をしております土地家屋台帳システムの改修業務委託の三つとなってございます。これらの

費用につきましては、評価替えに向けての委託業務の内容について、本年と次年度行います内容が異なりますことか

ら費用に差額が出てきているという状況でございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 そうしますと、この算定では業務の内容が異なって、その異なることによって評価が減額になったという理解でよ

ろしいでしょうか。 

 わかりました。いいです。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私からは市役所の職員の勤務時間の在り方についてお伺いいたします。関係する条例の提案だとか予算書上には直

接の記述はありませんけれども、私はボールパーク事業が本格化をする 2023 年度を目標に市役所職員の勤務時間の

在り方について、今のままでいいのかどうか、この点について正していきたいと思います。国や道も言っているよう

に、働き方改革で職員の時短は当たり前だというように言っていますけれども、北広島市役所の職員については、や

はりこの際、勤務時間、就業時間全体を見直す必要があるのではないかと考えております。例えば夕方 5時 15分に退

庁いたしますけれども、同じ規模の自治体、例えば千歳、恵庭、石狩、江別、そして当別町も入れてもいいのかもし

れませんけれども、この辺が 5 時 15 分に退庁しているのかどうかというと、少し考えてみてはいかがかと思います

し、それから同じ市内の事業所でも、例えば商工会の事務局だとか道農協の北広島支所だとか、同じような事業所な

どで 5時 15分に本当に皆さん帰っているのかどうか。多分 5時半ではないかと思いますので、急ぎませんけれども、

2023 年度のボールパークという大きな事業を展開するのに、北広島の市役所の職員が 5 時 15 分に帰ってもいいとい

う条例が堂々と今のまま残り続けることが可能かどうか、それが適当かどうかというところを少し考えていただけれ

ばと思っています。道庁も、かつて昼休み 45分間でした。しかし 45分間では結局庁内にとどまって、庁内に食堂は

ありましたのでその食堂を利用するのですけれども、45分間と例えば 60分間、13時まで昼休みがあるのとでは、た

った 15分ですけれども、やはり相当使い方に違いがあると思います。例えば 5階のロビーでも、せっかく石屋製菓さ

んで来て行っていても職員の人は 45 分しかないので、ちょっと一緒に食事をしようとか、それから知っている人が

来ているので今日は 1時まで食事をして、それからまた仕事をしようというようなところでは不便だと思いますので、

私は 1 時間昼休みをとって、15 分間延びた分を、やはり 5 時 15 分に帰っていたのを 5 時半にするとか、いろいろな

方法があるのではないかと思っています。ただ、特別な事情といいましょうか、小さい子どもさんを預けている方々

にどう手当てをするかであるとか、それは別途対策を講じて早く帰れるようにしてあげるというようなことを検討す

るということで進めていってはどうかと思いますので、結果は急ぎませんけれども、この辺について、中屋総務部長

の見解をお伺いしたいと思います。 
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川崎委員長 

 中屋総務部長。 

 

中屋総務部長 

 お答え申し上げます。まず、1 日の勤務時間という部分については、平成 5 年に週休 2 日制に移行した際に 7 時間

45分としたところでございまして、現在国や他の市町村も同様の時間となってございます。近隣、札幌、石狩、江別、

恵庭、千歳とも本市と同様 8 時 45 分から 5 時 15 分までの勤務時間で、昼休憩 45 分というところでございます。こ

れは週休 2日制ということで、今までの土曜日勤務がなくなりましたので、その分を平日に振り替える、であれば平

日の時間を延ばさなければならないということで、プラス結果的に 30分という部分を終わりの 5時から 5時 15分ま

でにし、昼の 1時開始を 12時 45分にしたということで、これは当時の制度移行に当たっては職員労働組合との協議、

あとは職員へのアンケートを実施して、今のお昼は 45分としたという経緯でございます。 

 今ご質問にもありました働き方改革ということで、意欲ですとか能力ですとかを十分に発揮できる環境の整備が進

められているという今世の中の動きでございます。その中で労働時間に関しては労働時間の上限規制、それから有給

休暇の義務化など長時間労働是正を図る方向で今制度の改正、創設が進められているということでございます。本市

としては、現行の勤務時間を前提としながらも、この趣旨に沿っていろんな取組を進めてきているということで、一

斉退庁日であるとか、それから休日の振替ということも取り組んできているということになります。 

 しかし、単に労働時間が減ればいいというものではなくて、やはり生産性、効率性という部分はやはり上げていか

なきゃなりません。しっかり仕事をしていただいて、休日はしっかりと休んでいただいて、また業務に努めていただ

くということで、市役所全体が働きやすい、そして意欲、能力を十分に発揮できる職場の環境づくりを今後とも進め

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 今ほど総務部長からお答えいただきました。多くの市町村の昼休みは 45分間、退庁時間は 5時 15分と今のところ

なっているというお話でございました。ただ、5時 15分よりも、やっぱり 5時半が、その分昼休みを 1時間とって有

効に使うというのも一つの方法ですし、それは働き方改革と直接というか、またそれはそれで別な問題ではないかと

思います。ですから総体の意見というか答弁は市長総括に留保いたしますけれども、北広島市はボールパークという

類を見ない今までないことをやろうとしている自治体ですので、そういう他に模範を示すためにも、ぜひ私はそうい

う特別な事情を加味しなければならない人は、特別な事情を加味すると。それ以外は昼休み 60分、その分を 15分間

延ばして 5時半にするなどの対応を求めておきたいと思いますので、ぜひそういうようにしてください。これらは市

長総括に留保いたします。以上です。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは 2点ほどお聞きします。総務費、一般管理費 56ページです。これは今までの予算委員会とか一般質問で聞
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いてまいりましたが、市のいわゆる事業継続計画、いわゆるＢＣＰと呼ばれるものですね。これを今まで質問してき

まして、当時の答弁は新庁舎になってからそういう意味ではきちんとしたものをつくりたいということで、はや数年

過ぎました。それで、新年度予算で今度ＢＣＰの策定の予算は盛り込まれているのか、また策定状況は今どうなって

いるのか、まずお聞きしたいと思います。 

 2 点目、職員費 206 ページ、これは毎年聞いておりますが、有給休暇、また働き方改革にもつながるかと思います

けれども、一つは毎週水曜日のノー残業デーの達成状況、これは令和元年度どうだったのか、また令和 2年度に対し

てどのような目標設定で取り組むのか、それから有給休暇取得率を政府は 70％を目標にしていますが本市の現状はど

うなっているのか、まずお聞きします。 

 

川崎委員長 

 杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。ＢＣＰ、いわゆる事業継続計画についてでありますが、国におきまして

重要 6要素というのを示しております。このうち市長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制や重要な行政デー

タのバックアップ等につきましては既に策定をしているところでありますが、非常時優先業務の整理など、今後の検

討を要するものもあるところでございます。令和 2年度については、予算は特に計上しておりませんが、今後、非常

時の優先業務の整理につきましては、災害発生時の避難や支援等に要する人員、情報システムの稼働状況など様々な

状況を踏まえまして、また、胆振東部地震の検証結果の反映等で地域防災計画の見直しが行われる予定でありますの

で、これらを踏まえまして策定に取り組んでまいりたいと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 尾崎職員課長。 

 

尾崎職員課長 

 それではお答えいたします。今年度における水曜日の一斉退庁日の取組状況につきましては、4 月から 2 月末まで

管理職や消防を除いた 325名中、平均して 312名が定時退庁しており、その割合は約 96％となっております。年次有

給休暇につきましては、平成 30 年度における職員の有給休暇平均取得日数は 9.9 日となっており、政府の数値目標

で使用される就労条件総合調査の算出方法を用いて算出した年次有給休暇の取得率は 48.4％となっております。この

調査における全国の取得率は 52.4％ですので、おおむね同様の状況であるものと考えております。 

 以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは事業継続計画についてお聞きします。今やっていることとできるものは既にやっている、進めてきている

という答弁がありましたけれども、この計画というのは、一つは防災計画は事前にできる限り災害を防ぐそのための

計画、これは一方でありますけれども、災害が起きた後に必要な計画なわけですよね。それで少なくても今企業など

からいくと、いわゆる大企業が一生懸命これを作ろうとしている。我がまちに大企業と言われる企業さんはございま

せんけれども、いわゆる市内で一番職員数、従業員という表現で例えますと市役所が一番大きな組織なのですよね。

ですからやっぱりまず市役所にＢＣＰ、事業継続計画を作った上でそれを市内の各企業に普及させていく、そういう
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役割が市町村は求められているわけですから、そういう意味ではとにかく早く作るべきだと思います。場合によって

は、予算をかけて委託してやれるものであれば、それぐらいの取組をしてはと思うのですが、それに対しての考えを

もう一度お聞きします。 

 それから、有給休暇は大体 48％ということですけれども、これをもう少し上げることができないのかどうか。政府

目標は 70ですけれども、いきなり 70は無理にしても、60％にいち早くするためには何かいろんな方法とか策がない

のかどうか、もう一度お聞きします。 

 

川崎委員長 

 杉山総務課長。 

 

杉山総務課長 

 事業継続計画の策定についてでありますが、まず市役所については災害時に市民の皆様を守るという大切な役割が

あります。その一方で、市の通常業務についても制限をどこまで設けるですとか、いつ再開するか、この辺をきちん

と整理する必要があると思っております。予算については、令和 2年度はついておりませんが、お金をかけなくても

やっている市町村もあります。まず物がある、それをだんだんバージョンアップさせていくということが大切である

と思いますので、令和 2年度策定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 尾崎職員課長。 

 

尾崎職員課長 

 それではお答えいたします。年次有給休暇の取得につきましては、これまでも職員のワークライフバランスを推進

するために、庁内イントラネットですとか部長会議等において取得の促進に向けて周知・啓発をしてきたところでご

ざいます。今後におきましても、周知・啓発などを通じて全庁的に休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努めますとと

もに、各職場においても所属長が中心となって職員個々の休暇の取得状況を定期的に把握して、取得日数に不均衡が

生じることがないよう配慮するなど休暇の取得促進に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 事業継続計画においては、とにかく災害対策、それから備えあれば憂いなしということからいくと、もう急ぐべき

課題だと思っておりますので、これは市長の見解を伺いたいと思いますので、これに関しては留保します。終わりま

す。 

 

川崎委員長 

 以上で、総務部、監査委員事務局及び選挙管理委員会事務局所管の総務費、民生費及び職員費の質疑を終了いたし

ます。 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午後 1時 33分 

再 開  午後 1時 33分 
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川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に災害復旧費の質疑を行います。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では災害復旧費の質問をいたします。公共施設等地震災害復旧事業についてなのですけれども、全体的な災害復旧

費ということで、事業費における復旧・復興工事費の具体的な詳細と、あと現状どのような進捗状況なのかというと

ころを伺います。また、移転補償費などの経過詳細などについても伺います。 

 

川崎委員長 

 伊達災害復興支援課長。 

 

伊達災害復興支援課長 

 それでは永井委員のご質問にお答え申し上げます。公共施設等地震災害復旧事業の工事費の詳細につきましては、

引き続き大曲並木地区の宅地擁壁のある Cエリアの宅地耐震化対策工事並びに地下水低下工事を進めるとともに、地

区の北側に位置する Aエリア及び地区の南側に位置する Bエリアの宅地耐震化対策工事を予定しているところでござ

います。また、工事費にあわせまして工事監理のための委託料も計上しているところでございます。加えまして、公

有財産購入費につきましては、今年度に引き続き土地の売買契約に係る費用を計上しているところでございます。工

事の進捗状況につきましては、今議会で計上しております Cエリアの宅地耐震化工事が 3月末から進める予定でして

おりますが、あと引き続き地下水低下工事等についても順次進めていくような段階でございます。また、各 Aエリア

につきましては、各対象事業者の方に対しまして工事の概要説明を行っているところであり、引き続き事業の推進の

ために取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 2018 年に地震が起きまして 2020 年度で丸 3 年になると思うのですけれども、なかなか大曲並木地区の復旧・復興

が進んでいないという話も住民の方たちから伺っておりますので、やはり予算計上した以上は早期の復旧・復興、そ

して、なるべくその住民の方たちの安全・安心な生活の立て直しのためにも、努力を尽くしていただきたいと思いま

す。また、こちらの災害復旧費なのですけれども、今後、必要な部分が出てきましたらもちろん補正などもかけてい

って計画の見直しなどもかけていくかと思うのですけれども、そちらについての見解はどのようでしょうか。 

 

川崎委員長 

 米川防災危機管理担当部長。 

 

米川防災危機管理担当部長 

 永井議員のご質問にお答え申し上げます。 

今までは個別の相談ですとか、設計調査等に重きを置いてこれまで復旧事業を進めてまいりました。今後に向けま

しては、個別相談、説明、設計調査等もおおむね終了しましたので、本格的な工事に入り、目に見えた形で災害復旧
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事業を進めたいと考えております。もちろん終了に向けてのスケジュールというのは持っておりますが、その中で想

定外のものや不足等が出てきた場合には補正等の予算措置をとりながら、確実にそして早く、スピード感を持って復

旧作業については進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それにあわせまして地域住民の方たちへの情報公開などもしっかり行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。 

 

川崎委員長 

 以上で総務部及び建設部所管の災害復旧費の質疑を終了いたします。 

 以上をもちまして本日予定していた審査は終了いたしました。 

 お諮りいたします。本日の委員会はこの程度にとどめたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 ご異議なしと認めます。本日はこれにて散会といたします。お疲れさまでした。 

 

午後 1時 39分 

 

委 員 長 川 崎 彰 治 

 


