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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 5日（木） 午前 10時 00分から午後 3時 03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    

 

【総務部】 

総務部長       中 屋   直      税務課長         林   正 明 

 

【市民環境部】 

市民環境部長     高 橋 直 樹      市民課長         志 村   敦 

環境課長       阿 部 泰 洋      市民参加・住宅施策課長  近 藤 将 雄   

 

【保健福祉部】 

保健福祉部長     三 上 勤 也      福祉課長         奥 山   衛 

高齢者支援課長    工 藤 秀 之      高齢者・障がい者相談担当参事 柄 澤 尚 江 

健康推進課長     遠 藤   智      保険年金課長       渡 辺 広 樹 

 

【消防本部】 

消防長        佐 々 木 伸      消防本部次長       山 口 洋 幸 

消防署長       本 田 高 広      総務課長         鈴 木 靖 彦 

予防課長       大 山 義 幸      警防課長         後 藤 英 雄 

消防２課長      郷 路 忠 明      救急企画課長       奥 田 克 治 

 

8 事 務 局 

事務局次長      大 野 聡 美      書記           葛 西 由美子 

書記         金 田   周 

 

9 傍 聴 者      なし 
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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 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は配付済みの審査方法等協議資料に記載のとおりであります。 

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

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

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

いたします。 

 なお、傍聴の取扱いについては申合せにより許可いたします。 

 それでは散会前に引き続き、一般会計予算の歳出の質疑を行います。 

 初めに消防本部所管の消防費の質疑を行います。 

 青木委員。 

 

青木委員 

 おはようございます。私からは消防車両等更新事業についてお尋ねをいたします。予算書 163ページ、附属資料 29

ページでございます。事業内容を見ますと、老朽化した消防車両を更新すると書いてございますが、この具体的な内

容につきましてお尋ねをいたします。 

  

川崎委員長 

 後藤消防本部警防課長。 

 

後藤消防本部警防課長 

 青木委員の質問にお答えいたします。来年度更新予定の消防車両は水槽付消防ポンプ自動車であり、シャーシに

1,800万円、その他水槽、ポンプ、資機材収容部分、赤色灯など、輸送関係で 3,400万円、ホース、呼吸器、資機材に

約 1千万円となっております。以上です。 

 

川崎委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 今のご説明ですと、シャーシ 1,800万円、消防車両の関係 3,400万円、その他仕様 1千万円ということでございま
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すけども、これで合計 6,200万円ということでございますが、予算額を見ますと 6,826万 1千円となっておりまして、

残、あと 600万円程度ということになりますが、こちらの残の 600万円というのはどういった内容になりますでしょ

うか。 

 

川崎委員長 

 後藤消防本部警防課長。 

 

後藤消防本部警防課長 

 その他、消防車両の保険料、自賠責登録諸経費となっております。 

 

川崎委員長 

 ほかにありませんか。 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 私からは、札幌圏消防通信指令共同整備事業について伺います。予算書 163ページ、附属資料 30ページです。現在

は重篤なアレルギーのあるお子さんについて、どの学校に何のアレルギーの子がいるかという情報を学校と消防で共

有していると聞いていますが、このシステムが稼働した際に通報を受ける段階ではアレルギーの情報を知らない状態

で電話を受けることになるかと思います。現場に出る際の情報が少なくなることが予想されますが、どのような対応

を検討されているか伺います。 

  

川崎委員長 

 後藤消防本部警防課長。 

 

後藤消防本部警防課長 

 佐々木委員の質問にお答えいたします。現在所有している支援情報は新たな共同指令センターのシステムに移行す

ることを検討中です。また、消防署には残留員として連絡調整員を 1名配置する予定であります。特異な情報は出動

隊に直接情報提供する手法にすることについて協議しております。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 

 予算書 163 ページ、附属資料 30 ページの消防指令システムの更新事業ということで、備品購入費 2 万 5 千円と出

てきておりますけども、ちょっと小さい数字ですけども、2 万 5 千円の備品というのはどういうものなのか、ちょっ

とお伺いをしたいというのが一つございます。 

 それと消防職員の安全装備の関係、予算書 165ページ、同じ附属資料 30ページで備品購入費とありましたけども、

これは多分備荒資金を借りているものの返済だということが後でわかったものですから、これはちょっと取下げたい

と思います。 
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川崎委員長 

 後藤消防本部警防課長。 

 

後藤消防本部警防課長 

 小田島委員の質問にお答えします。消防指令システム更新事業の備品購入費 2万 5千円にあっては、備荒資金の利

子になっております。以上です。 

 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私のほうから 1点お伺いします。消防活動用資機材整備事業、予算書 163ページ、附属資料は 29ページです。こち

らは規模の大きい特殊災害に対応するための予算というところで、資料のほうに拡大という記載がありますが、予算

が昨年よりも減額になっていましたので、どういう仕組みになっているかというところの説明をお願いいたします。 

 

川崎委員長 

 郷路消防本部消防 2課長。 

 

郷路消防本部消防 2課長 

 鶴谷議員の質問にお答えします。消防活動整備事業の拡大につきましては水難救助資機材の救命胴衣の購入が増え

たため拡大として取り扱っております。なお、拡大部分以外の部分につきましては、令和 2年度に購入する資機材が

あるため、そちらのほうで購入しております。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 

 それでは簡潔に 4点ほどお聞きいたします。予算書 162ページの消防費に全部含まれるかと思いますが、お聞きし

ます。まず、全国救急受診アプリ「Q助」というものがあるんですが、これは総務省で制定したアプリで、使い勝手が

よければ各市町村で使ってくださいと。先日恵庭に行きましたときに、ある施設のトイレに救急のステッカーに「Q

助」をご利用くださいというのがありましたけど、本市ではやっていないようですが、本市として、この導入の考え

方に関してはどうなのか、まず 1点お聞きします。 

 それから、毎年聞いていますが、救急車の正しい利用方法の PRステッカー、公共施設等は大分貼られたり、また民

間施設でも貼られたようですが、今年度どこまで増えたのか、また来年度の見通し、増える予定があるのかどうかお

聞きします。 

 それから 3点目、大曲柏葉に建設予定の北広島市防災食育センター、仮称ですが、ここの敷地内にヘリポートが建

設されるということで、当然ここにドクターヘリが到着するんだろうと思うんですが、今予定として、札幌からのド

クターヘリの到着時間、ここに下りる場合どの程度の時間で到着する予定なのかお聞きします。 

 最後に、障がいのある方、聴覚障がいのある方々が 119番へ通報するときに、現在市のシステムはどうなっている
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のか。今、全国的には Net119緊急通報システムなどを取り入れている自治体もありますけども、いわゆる聴覚や言語

機能に障がいがある方の通報システムは、これは必要不可欠でありますけども、本市としてはどのような方法なりど

のようなシステムをとっているのか、ご説明をお願いします。 

 

川崎委員長 

 奥田消防本部救急企画課長。 

 

奥田消防本部救急企画課長 

 藤田委員の質問に救急の部門でお答えさせていただきます。救急受診アプリ「Q 助」については、スマートフォン

やパソコンを利用しまして現在の症状を選択していく方式であり、操作が複雑で時間を要することが予想されます。

現在、当市の取組としましては、電話により職員が症状を聞き、緊急の必要があれば救急出動で対応をしたり、自己

受診の意思が強い場合は医療機関を案内しているので、今のところ普及啓発は考えていないところでございます。 

 続きまして、救急車適正利用のステッカーの件となりますが、現在は東部地区 17か所、大曲地区 10か所、西の里

地区 8か所のトータル 35か所で昨年と比較し増減はないところでございます。また、今後につきましても、新たに対

象となる施設ができた際にはステッカーの掲示をお願いするとともに、様々な機会を通して周知啓発に努めてまいり

たいと思っております。 

 次に、ドクターヘリの到着の件になりますが、要請から離陸までが 5分、到着まで 7分から 8分のトータル時間は

12 分から 13 分となっております。今後、専用ヘリポートが建設されますと市が管理します施設では防災ステーショ

ンに続き 2か所目となり、年間を通していつでも使用できることから、災害時のヘリポートを選定するに当たり、よ

り迅速に対応できるものと考えております。救急の部分は以上となります。 

 

川崎委員長 

 後藤消防本部警防課長。 

 

後藤消防本部警防課長 

 藤田委員の質問にお答えします。外出先での 119番通報ですが、現在北広島市に登録している方は 13名であり、登

録者全てがメール機能を有するスマートフォンまたはフューチャーフォン等の携帯電話を利用していることから、外

出先が北広島市外であっても通報は当市消防本部で対応可能となっております。以上です。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。1 点だけ再質問します。ドクターヘリなんですが、今、千歳川の横にある防災センター、あそこに

常設のヘリポートがありますけど、あそこにはいわゆる周辺に民家がないので、あそこに下りてもそう気になるとい

うことはないんですが、今回の大曲消防署出張所の裏といいますか、防災食育センターは大曲柏葉の住宅街の横に建

つわけですから、そういう意味ではヘリコプターが着陸するということで周辺住民の方にはきちっと説明をして、年

何回かそういうことがありますよということはぜひ周知とご理解をしていただくようにしたほうがいいんじゃないか

と思うんですが、その取組についてお聞きします。 

 

川崎委員長 

 後藤消防本部警防課長。 
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後藤消防本部警防課長 

 藤田委員の質問にお答えします。先日ですが、地元柏葉町内会の方に住民説明会を行いました。その中では、ドク

ターヘリのヘリポートの使用について説明を行っております。以上です。 

 

川崎委員長 

 以上で消防費の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

 

休 憩  午前 10時 13分 

再 開  午前 10時 14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

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バス等利用支援事業

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、商工労働費の商工費の商

業振興費のうち住宅リフォーム支援事業の質疑を行います。 

 木村委員。 

 

木村委員 

 おはようございます。1 点だけ質問させていただきます。予算書の 81 ページ、附属資料の 44 ページ、一応、地域

コミュニティ推進事業ということで、この事業に当てはまるかどうかわからないんですが、コミュニティ関係という

ことで質問させていただきます。自治会の役員の方から、最近外国人の住民が増えてきているけれども、子どもは学

校とかに行って日本語が話せるんですけども、親はなかなか話せないと。町内の人との交流もなかなかないのが現状

で、できれば町内会の方たちがこの外国人の方に、要するに町内会に入っていただいて、交流も生まれて、またいろ

んな、ごみ出しの方法とかもあると思うんですけども、ここでは案内書を作成できないかということで質問というか

通告はしているんですけども、こういった方たちに働きかけるときに、できれば町内会の役員の方から市のほうに多

言語表示とかそういう案内書をつくるときにアドバイスとかそういうのをしていただければと思いますが、その点に

ついてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 木村委員のご質問にお答え申し上げます。市内には現在約 30の国籍の方が約 380人居住されております。また、市

内企業で勤務される方も多く、その場合、勤務先の企業の皆さんとの連携による対応といった可能性がありますこと

から、案内書の作成とかいう以前に、詳しい内容について町内会の皆様からお伺いする中で対応を考えてまいりたい

と思いますので、ぜひご相談いただければと思っております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 木村委員。 
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木村委員 

 ぜひ相談に乗っていただきたいのと、これまでこのような相談とかはなかったのかどうか、1点お伺いします。 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 お答え申し上げます。私ども窓口には直接そういったお声はまだいただいていない状態でございます。以上でござ

います。 

 

川崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 私のほうから、空き家流動化促進事業とリユース住宅活用サポート事業、それから、今年度にはないんですけども、

旧年度でいうと子育て世代マイホーム購入サポート事業です。ページでいいますと予算書 71 ページ、73 ページ、そ

れから附属資料は 42ページと、それぞれ 61ページということになっております。 

 まず、空き家流動化促進事業とリユース住宅活用サポート事業について伺いますけども、これはほかの委員からも

通告がありますけども、まず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について、事業費が減額措置

になっているということです。昨年の 12月の一般質問では、担当のほうからも、順調に申請があって年度内早いうち

に打切っていて、翌年度、前の年からの繰越分をまた申請してということで計画以上に来ているという状況があった

かと思います。今回予算書においては軒並み減額措置になっている部分も十分承知していますけども、まずはこの点

についての理由をお知らせいただきたい。 

 それからもう一つの、なくなりましたけども、子育て世代マイホーム購入サポート事業ですね。これは上野市長が

いろんな市民説明会なんかで、市長のいわゆる 1丁目 1番地的な感じで市民の対話会なんかで必ずお話をしていた点

で、前ファーストマイホーム支援制度ということで令和元年度まででは 7年間延べやってきたんではないかと思って

います。7年間で、これまでちょっと調べたところ 4億 6千万円ぐらい給付していまして、921件、市内に。それから

3,200 人ぐらい定住をされているということでありました。これについて事業を終了した理由についても併せてお尋

ねしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 近藤市民参加・住宅施策課長。 

 

近藤市民参加・住宅施策課長 

 お答え申し上げます。まず空き家流動化促進事業、またリユース住宅活用サポート事業の減額措置に係る理由につ

いてでございますが、空き家流動化促進事業につきましては、主に空き家解体費の一部を補助する空き家等解体補助

金、そしてリユース住宅活用サポート事業につきましては、中古住宅を購入した場合のリフォーム工事費に対して交

付する補助金の事業費となってございます。どちらの事業につきましても、空き家の流動化促進を目的とした事業と

してこれまで実施してきたところでございます。また、この両事業につきましては、まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中で具体的な空き家流動化の施策として位置づけておりまして、両事業あわせました目標値として、住宅・土地

統計調査における空き家戸数を平成 25 年度の調査時の 710 戸から 640 戸、70 戸ですが、こちらを減少させるという
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目標値を設定しております。こちらの調査でございますが、昨年集計された直近の調査では、空き家の戸数が 660戸

というような結果が出てございます。このことから、両事業の令和 2年度の予算積算に当たりましては、新たな空き

家が発生する中、何件分の予算を計上するかといった明確な根拠をお示しするのは大変難しいところでございますが、

まずは目標戸数との差でございます 20 戸分の解体補助金と 8 件分のリユース住宅活用サポート補助金を計上させて

いただいたものでございます。 

 次に、子育て世代マイホーム購入サポート事業の終了の理由でございますが、子育て世代マイホーム購入サポート

事業につきましては、子育て世代の住宅購入をサポートいたしまして、定住に結びつける即効性のある方策といたし

まして、前身のファーストマイホーム購入支援事業からこれまで事業を実施してきたところでございます。また、本

事業につきましても、創生総合戦略の事業の位置づけのもと実施してございまして、こちらは令和元年度までの目標

値といたしまして制度利用者件数を 3,250人と設定いたしましてこれまで事業を進めてまいりました。これまで事業

実施に当たりましては、各年度内で申請のあった方には全ての申請者の方に補助金を交付できるよう補正予算で対応

させていただいたところでございます。そして現在、令和元年度内に目標値である 3,250人を上回る制度利用者 3,291

人となりましたことから、一定程度の効果を得ることができたと判断いたしまして、当初総合戦略の計画どおり、令

和元年度をもちまして事業を終了させていただくこととしたところでございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 まず、引き続きまして、住宅の施策に関わる空き家の対策の類いについては大体考え方が共通するものが出てくる

んじゃないかなと思っています。その中で昨年私が、12月の定例会でも空き家に対する家財の撤去補助について今後

検討していくというお話があったと思うんですけど、新年度の新たな取組についてはこの辺は盛り込まれておりませ

ん。やっぱりその事業が縮小するんであれば、その辺の新しい施策に対して、額はいろいろありますけども、きちっ

とした事業のリレーションがないとやっぱりだめだと思うんですよね。この点について新年度の新たな取組について

どう考えているのかということをお伺いしたいと思います。 

 それから、子育て世代のほうですけども、事業終了に伴って、市民から問合せだとか苦情が僕はあるんじゃないか

と思っているんです。その点についてお聞きしたいと思います。 

 それから、今年度の確認申請の状況を先日建築課のほうに私確認しました。そうしたら、今年度既に確認申請を行

った人で 4 月以降の入居になる方というのは 22 件いると。軽量鉄骨だとか中古住宅という方はこの辺に含まれない

んですね。例えばダイワハウスだとか積水ハウス、そういったメーカーさんのものは拾えないんですけども、大体年

度内に契約して 4月以降に入居するということで、今までできたものが、受け取れた方が補助金を受け取れないとい

うことが出てくると思うんです。そういった方がどのぐらいいるということで把握しているのか、これについて伺い

たいと思います。恐らくもともとこれは企画サイドで始めたものですよね。住宅施策のほうに移管されて、近藤課長

のところでいろいろと施策を打ってこられて、苦労されているのも伺っていますけども、恐らくこれは原課から上が

っていたんではないかと思うんです。そういう中で企画財政サイドで終了するというような、そういったことが庁内

の中でどういう位置づけになっているのかというのがちょっとよくわかりません。この辺についてちょっと説明願い

たいと思います。 

 

川崎委員長 

 近藤市民参加・住宅施策課長。 
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近藤市民参加・住宅施策課長 

 お答え申し上げます。まず 1点目の家財撤去補助について今後検討していくとの話でしたが新年度の取組はという

ところでございますが、新年度の新たな取組につきましては、補助金等の交付に係るような取組は今現在でお示しで

きるものはないところでございますが、今後は利活用などの方向性が決まっていない現在眠っているような不動産、

それと購入者を結びつけるような取組ですとか、空き家予備軍などに対する情報発信の強化を行いまして、こちらの

ほうに適切なタイミングで売却または利活用を図っていただけるような取組が重要になるものと考えておりまして、

これまでの補助金交付のほか、空き地・空き家バンクの利用件数の増加、また空き家相談会の拡大、今年 2回行って

おりますが、こちらの相談会も拡大して行いたいということで考えておりますし、また新年度は空き家に関する出前

講座等も新たに実施していきたいということで考えてございます。また、家財撤去などの解体以外に係る支援につき

ましては、令和 2年度には第 2次空家等対策計画の策定を予定してございますので、こちらに併せまして空き家等対

策推進協議会でも議論いただくなど検討してまいりたいと考えてございます。 

 次に、子育て世代マイホーム購入サポート事業についてでございますが、まず 1点目の市民の方からの問合せ、苦

情の点でございますけども、事業終了の周知後、電話また窓口で約 20件程度のご相談なりご意見をいただいていると

ころでございます。内容といたしましては、現在住宅を建設中ですが補助金の対象になりますかといった問合せでし

たり、あとは既に補助金を資金計画に入れて購入しておりまして、制度終了の周知の期間が短過ぎるといったご意見

もいただいてございます。 

 次に、既に契約済みで 4 月以降の入居となる方についてでございますが、確認申請済みの木造住宅が 22 件という

ことでございまして、そのほか木造以外の住宅につきましては、これまでの実績上おおよそ 2件から 3件程度という

ことで考えてございます。また中古住宅の購入者につきましても、これまでの実績の中では大体申請者の 3件に 1件

が中古住宅の購入者というような形になってございますので、これらを合わせますと 4月以降の入居となる件数は大

体 36件ぐらいになるかと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 3 回目ですのでこれで終わりますけども、まず住宅施策のほうの空き家対策に関わる部分については、いろいろと

これから検討されていくということでお話を伺っていますけども、12月のときにもお話ししましたけども、やはり今

北広島市が非常に注目されていて、住みたい人、興味がある人というのが非常に多いんだと思うんです。こういった

方々をいかに捉えていくのかということを頑張っていただきたいなという部分で、さきの 2点についてはそれで終わ

ります。 

 ただし、子育て世代のマイホーム購入サポート事業についてはもう一度お話しさせていただきますけども、私も見

て回っていたんですけども、2 月 12 日にホームページで公表しているんですね。3 月 31 日までの住定とすると。市

は、いわゆる住民にしてみたら突然発表したように受け取っておられるということを私は聞いています。私が 12月に

伺っていた段階では、年度内に申請のものは拾っていく方向ですというようなことは聞いていたんですよね。それが

ちょっとこういう状況になっていると。事業の終了については、給付型ということになれば、一定の期間やって成果

が見られるんであれば、それはずるずるやる必要は僕はないとは思っていますけども、一定のそれは理解は示します。

ただ、そういった今 20件強にかかわる問合せや苦情があるんであれば、私は北広島市にこれから住んでいただく方々

に最初から嫌な思いをさせたくないと思います。せっかく北広島市を定住先に選んでくれた方に対して、これからそ

ういった契約だとか住宅建築を行っていくような方に対して何らかの形で補助金なり現年度申請というような形で交

付すべきではないかなと思っています。これまで 4億 6千万円給付されてきてというお話をしましたけども、大体い

ろんな方に聞くと、4年ぐらいで、言葉は悪いんですけども元をとれるという言い方を聞いています。今回は 36件ぐ
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らい漏れそうだということで、大体平均して 50 万円ということになると、1,800 万円前後ぐらいかなと思いますの

で、長い目で見たときに、やはり最初に嫌な思いをさせないで、事業終了のアナウンス期間がちょっと短かったとい

うことの市民的な立場に立ってあげて、その辺をどう考えるかということを最後にお聞きしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。本事業につきましては、補助金の交付により即効性のある

施策といたしまして 6年間実施をいたしまして、これまで 3,291人の定住につながるなど一定の効果を得るものがで

きたものと考えてございます。また、これも 6年間の事業期間におきまして制度を広く周知し、多くの方が北広島市

に興味を持っていただいたという成果でもあると思ってございますが、制度終了に伴いまして反響も大きく、現在様々

なご意見をいただいているところでございます。 

 今後につきましては、ボールパークの建設が始まるなど北広島市に興味を持ってもらえる機会が増える中で、現在

不動産の供給が需要に合っていないという状況も伺ってございますので、それからさらに空き家などの不動産の流動

化と連携した施策が必要だと考えておりますので、今委員のほうからありました既に契約などを行っている方に対す

る対応につきましてはどういったことができるのかも含めまして再度検討させていただきたいと思ってございます。

以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 私のほうからはコミュニティ施設運営経費について伺います。予算書、通告で 70ページと書きましたけども 79ペ

ージです。工事請負費について 839万円ということで、個別施設計画では令和 2年度に予定されている団地住民セン

ターの工事なのかなとも思うのですが、どのような工事が予定されているのか伺います。 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 佐々木委員の質問にお答え申し上げます。コミュニティ施設運営経費では、私ども、市民課所管の地区住民センタ

ー、また住民集会所の維持管理の一環として、今回、団地住民センターの地下タンク改修や、あと富ケ岡会館のトイ

レの改修を予定し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 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 ありがとうございます。見えないところに計画的に手を入れていくことは施設管理の面でとても大事だと思ってお

ります。その一方で、市民の方からは、男女別になっていないトイレですとか老朽化が目についてくるところとか要
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望などもあると思うんですが、そのような声にはどのように対応されているのか伺います。 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 お答え申し上げます。まず公共施設管理計画個別施設計画の住民集会所編、また地区住民センター編等もございま

すが、集会所の関係につきましてはこれまでもいろいろとお答えしてきたとおり、まず今、施設自体は存続という扱

いにさせていただいておりますけども、その後、令和 2年度に実際管理されている皆さん方から、まずしっかりお声

を承りたいという思いでおりまして、そういった中でしっかり聞き取りながら対応していきたいと思います。一遍に

工事をするというのは非常に難しい部分もありますので、その辺の状況も踏まえて、工事の内容だけではなくて会館

の今後の運用のことも含めて対応させていきたいという状態でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、出張所費、予算書 60 ページから 63 ページにかかっています。こちらについて伺います。3 か所の各出張所

の施設内の環境の改善を早急に進めていくべきだと考えるんですけれども、そちらのほうの検討、また今後のスケジ

ュールなどはどのようになっているか伺います。西の里の出張所に関しては、今後、複合型施設の中に組み込まれて

いくのかなと考えているんですけれども、もう一度詳しくご報告いただければと思います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 永井委員のご質問にお答えを申し上げます。各出張所によりまして状況が異なりますので、施設ごとにお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 まず、西部出張所につきましては、地区センターであります農民研修センターの 1室でありますことから、先ごろ

策定をしております個別施設計画の地区センター編におきまして、今後 10 年間において中規模修繕を計画している

ところでございます。 

 次に、大曲出張所につきましては、単独施設でありますことから、同様に策定をしました個別施設計画大曲出張所

編におきまして、今後 10年間において大規模改修を計画しているところでございます。 

 それから、西の里出張所につきましては、西の里公民館の 1室でありますことから、個別施設計画の公民館編によ

りまして、今後 10年間におきまして中規模修繕に向けた実施設計を計画しているところでございます。なお、西の里

出張所につきましては、現在検討を行っております西の里地区公共施設整備におきまして、備える機能の一部という

形で今検討を行っておりますので、この整備の進捗状況により変更が生じるものと考えてございます。以上でござい

ます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 
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永井委員 

 今後 10年間の中で 3施設についてはやっていくということですけれども、やはり利用者、市民の方たちからは、私

は特に西の里のほうを使いますので、西の里の住民の方から声が、トイレの改修だとかという要望も出てきています

ので、西の里の複合型公共施設ができ上がるまでの間の例えばトイレの改修だとかというのは前倒し的な形で手をつ

けていただけないのかどうかというところを伺います。 

 また、各出張所では、例えば生活相談に来た市民の方、生活保護を受けたいというような市民の方などが来たとき

に、そういう場合は本庁でしたら個別室、個室があって、その中でプライバシーが守られた状態で相談を受けること

ができますけれども、各出張所にはたしかそういう個室みたいなものがなかったかと思いますが、現在の各出張所に

おいてのそのような相談を受けた場合、今どのように対応しているのか伺います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 それでは、まず西の里のトイレの改修の関係でございますけれども、先ほどもご説明しましたとおり、西の里出張

所は今西の里公民館の一部ということでございますので、施設を所管する部署につきましては教育部ということにな

りますので、そういった要望を含めて私どもとしましても教育委員会のほうにトイレの改修のほうをお願いしたいな

と伝えてまいりたいと思ってございます。 

 それから、各出張所におきます生活保護の関係の相談でございますけれども、現在各出張所では、申請書などの書

類につきまして、自由に取得できるような書類を備えつけてはおりますけれども、申請書類の提出であるとか相談と

いう部分につきましては、出張所の職員は対応していないところでございます。必要に応じまして福祉課の職員が例

えば大曲出張所に出向いてやるというような形の対応と伺ってございます。出張所につきましては、各種証明とか保

険証の発行とか申請受付、それから収納金の領収などが主な業務でございますので、相談業務は少ない状況ではござ

いますけれども、ご質問のありました相談等があった場合につきましては、各施設におきまして、例えば大曲出張所

であれば横の会議室を使うとか、それから、ほかの西部とか西の里については、その施設内にあります出張所以外の

部屋、そちらのほうを活用しながら相談に対応しているという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。 

 青木委員。 

 

青木委員 

 私からは住宅リフォーム支援事業についてお尋ねをいたします。予算書 139 ページ、附属資料 34 ページでござい

ます。まず通告書の訂正をさせていただきたいんですが、昨年度の申込件数等というふうに書いてございますが、私

の頭の中で勘違いをしておりまして、年度でいくと、これは本年度ということになります。訂正させていただきます。 

 まず、本年度中の平成 31 年から令和元年の年度においての申込件数及び助成合計金額についてお示しをいただき

たいと思います。 

 

川崎委員長 

 近藤市民参加・住宅施策課長。 
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近藤市民参加・住宅施策課長 

 お答え申し上げます。令和元年度の住宅リフォーム支援事業に係る申込件数、また助成合計金額についてでござい

ますが、申請件数につきましては 142件、助成額につきましては、総額といたしまして 1,284万円となってございま

す。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 ありがとうございます。そうしますと、来年度予算案 1,521万 8千円ということでございますが、これは来年度も

ほぼ横ばいの申し込みがあるとい想定しての予算額ということで解釈してよろしいでしょうか。 

 

川崎委員長 

 近藤市民参加・住宅施策課長。 

 

近藤市民参加・住宅施策課長 

 お答え申し上げます。来年度の予算についてでございますが、こちらの助成額につきましては今年度同様の 1,300

万円を補助金額として計上させていただいてございます。こちら件数についてでございますが、こちらの件数も例年

予算額いっぱいまでのご申請をいただいておりまして、予算がなくなった時点で受付を終了というような状況が数年

ずっと続いているような状況でございまして、来年度の補助につきましても、もう既に問合せも来ているような状況

でございますので、例年と同じぐらいの件数が見込めるのではないかということで考えてございます。以上でござい

ます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私のほうからは 2 点ご質問をさせていただきたいと思います。予算書の 79 ページ、81 ページがまず最初です。交

通安全推進事業、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業に関して、ボールパークが 2023年に開業しますけれど

も、当然人が増えるとその分防犯対策の増加というものが必要になってきますし、それを担う警察官の増員、そして

場合によっては今までは厚別署に含まれていた北広島の治安を独立した警察署が必要ではないかということで、千歳

市、恵庭市、江別市はそれぞれ警察署がございますけれども、北広島は今まで警察署がないということでございます

ので、当然そういう声もこれは上げていかないとなかなか実現できないものではないかと考えています。ボールパー

クの開業に対応する具体的な中身としては、一般車両は当然増加をいたしますし、今以上の防犯対策が必要でござい

ますし、また今年から本格着工する様々な工事関係についても工事用の車両が増加をするということも含めていろい

ろ危惧されるところがございますが、新年度に限って見ますとあまりそういうことが加味されていないのではないか

と考えますけども、新年度予算に盛り込まれているのはどの部分がどうなっているのか、この点をお伺いしたいと思

います。 

 それともう一つは平和の実現です。平和都市の実現について名実ともに長期総合計画の中に明確にして平和都市宣

言を実効あるものにしてほしいと思うんですけども、予算書を見る限りでは平和推進事業費が 25 万 6 千円くらいか
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なというふうに思うんですけども、これではちょっと新年度予算としては足りないのかなと思うわけで、平和の灯公

園の在り方を含めて見直しの展望があるのかないのか、この点をお伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 沢岡議員のご質問にお答え申し上げます。まず交通安全推進事業、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業の

予算内容等につきましては、ボールパークの開業にかかわらず、交通安全や防犯対策の徹底を広く周知啓発していく

ための予算として計上しているところでございます。現状ではボールパーク開業に向けた対応のための予算というも

のは特段計上はしていないんですけれども、警察など関係機関との連携などは日頃からやっておりまして、またボー

ルパーク開業に向けた推進をしていく中で関係機関との協議を行うこととなり、当市民課としてもボールパーク推進

部局と連携して対応していくものと考えているところでございます。 

 二つ目の平和の関係でございます。平和のほうにつきましては、予算書にありますとおり、事業の予算としまして

は従前どおりの部分はありますけども、市内小中学校で実施する被爆者体験講話に係る経費、市庁舎 2階にある平和

の灯の保守管理経費、平和パネル展などの各種事業に要する消耗品、また平和首長会議メンバーシップ納付金といっ

た経費を計上しておりまして、現在の段階では平和の灯公園の在り方や見直しなどの展望については含まれていない

状態となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 交通安全の事業費については、今すぐボールパークが始まるわけでもございませんので、今までどおりでもある種

仕方がないというか、そんなもんかなと思いますけども、警察署の新設の問題については、これはやっぱり今から声

を上げておかないと、もしつくるとすると、新設するとすると今から声を上げておかないと間に合わなくなりますの

で、これはやっぱり首長である市長の意見が左右すると思いますので、これは市長総括に留保をしたいと思います。 

 それから、平和都市の実現の関係については、25万 6千円が額が適当かどうかという問題はあるにしても、私は少

ないと思いますし、ボールパークの推進をする場所と平和の灯公園はすぐ近いので、その在り方を含めてどうあるべ

きかというのはもっともっと考える必要があるんじゃないかと思いますので、この点についても一応意見を言ってお

きますけども、この辺は皆さん方で知恵を出し合って、平和の灯の公園をもっと有効活用できるような、そんな方向

を考えてみたいと思います。以上です。 

 

川崎委員長 

 今の留保は、最初のほうだけということでよろしいですね。 

 

沢岡委員 

 そうです。 

 

川崎委員長 

 次に質問を受けます。どなたかいませんか。 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 それでは 1点だけ、街路灯整備支援事業、81ページ。毎年聞いていますけど、町内会・自治会の設置する LEDの街

灯数、恐らくは町内会から設置の希望をとって予算を組んだと思うんですが、令和 2年度までに予定どおり設置され

ると LED街灯の設置率はどの程度までになる見込みかお聞きします。 

 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。今回予算計上させていただいた令和 2年度終了の見込みとしては、現在

総灯数としては約 6,100灯ある中で、9割程度を見込んだ状態を予定しております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問で 1点だけ。一番最初に LED街灯をつけた町内会、まだ 10年たっていないと思うんですけど、聞くところに

よると大体耐用年数は 10年間だと。ただ、中には途中で壊れたりとかいうようなケースも聞くわけですけれども、そ

ういったような、10年はたっていないんだけど壊れました等々のことで再申請というんですか、そういうような件数

というのは年間何件程度あるのかどうかお聞きします。 

 

川崎委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 お答え申し上げます。年間という部分では特に細かく毎年毎年押さえてはいない状態なんですけども、大体 20数灯

程度。23 年からカウントしてやってまいりますと、重複という形の部分も見受けられますので、そんなに毎年 10 灯

も 20灯もあるということではなくて、平成 23年度から 30年度までの間で重複になっているのは 20数灯という状況

になっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で市民環境部所管の総務費及び商工労働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 53分 

再 開 午前 10時 55分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 
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 次に衛生費の保健衛生費のうち環境衛生費、火葬場管理費及び公害対策費、清掃費及び霊園事業特別会計予算の質

疑を行います。 

 滝委員。 

 

滝委員 

 それでは、私のほうから 2点質問させていただきます。予算書、両方とも 129ページ、附属資料、2点とも 27ペー

ジです。ごみ処理広域化事業についてですけれども、こちらの来年度の事業内容と今後について、また負担金の具体

的な内容についてお伺いいたします。 

 それから、最終処分場のかさ上げ事業についてですけれども、こちらのほう、現在使用している第 6期最終処分場

の使用期間と今後の対応についてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 滝委員のご質問にお答えいたします。最初に、ごみ処理広域化事業の来年度の事業内容、それから負担金について

でありますが、来年度につきましては道央廃棄物処理組合のほうで引き続き焼却施設の建設について進めていきます。

負担金の内容につきましては、道央廃棄物処理組合より令和 2年度の負担金額が提示されておりまして、組合職員の

給与などの組合の運営に要する経費として 1,019万 4千円、それから焼却施設建設の工事請負費などの廃棄物焼却施

設建設に要する経費として 840万 6千円、合計 1,860万円が当市の負担分となっております。 

 それから、続きまして最終処分場のかさ上げ事業について、現在の 6期の最終処分場の使用期間と今後の対応につ

いてでございますが、第 6期最終処分場につきましては平成 27年度から使用を開始しまして、約 10年間埋め立てを

行う計画で整備しておりますが、広域化以降の最終処分の検討が必要なことですとか、ごみの減量化が計画どおりに

進んでいないということから、来年度に処分場の測量調査を行いまして、今後埋立てが可能な容量を算出した上で過

去の埋め立て実績などをもとに今後の埋立て可能期間の算定などを行う予定としております。処分場の今後につきま

しては、来年度の測量結果に基づく埋立て可能期間などの状況によって現在使用しております第 6期最終処分場のか

さ上げによる延命化や新たな最終処分場の整備などについて、広域による最終処分場の設置や焼却灰のセメント資源

化なども含めまして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 

 滝委員。 

 

滝委員 

 ごみ処理広域化事業のほうは、今回の負担金については、運営費とかそういうことという回答だったんですけれど

も、今後、建設費、昨年の 9月に入札が行われたと思いますけれども、当市の負担額はどのぐらいになるのか、また

令和 6年度から施設が稼働することになると思うんですけど、そのときの運営管理費の当市の負担額はどの程度にな

るのか、わかれば教えてください。 

 それから、かさ上げ事業についてなんですけれども、こちらのほう、当初平成 27年から 10年間の使用計画だと思

うんですけど、まだ大体半ばぐらいということで、先ほど計画どおりごみの減量化が進んでいないということもある

ということだったんですが、もし計画どおりにごみの減量化が進んでいたらこの費用はかからなかったのか、なぜこ

のタイミングで測量を行うのかお伺いいたします。 
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川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答えいたします。まず焼却施設の建設費についてでありますけども、契約額が 116億 3,800万円となっておりま

して、当市の負担見込み額は、負担割合に応じて試算をしますと約 20億円となっております。 

 それから、焼却施設稼働後の運営管理費につきましては、組合における基本設計の想定額におきまして、税抜額で

年間約 5億円となりまして、当市の負担額につきましては、試算すると約 1億円となっておりますが、道央廃棄物処

理組合におきまして、令和 3年度以降に施設の運営管理委託先の選定作業を行う予定となっておりますことや、それ

から焼却設備に附帯する発電設備の余剰電力を売電することも想定しておりますので、今後、負担額の詳細が明らか

になった段階でまたご報告させていただきたいと考えております。 

 それから、最終処分場の測量の実施時期についてでありますけども、処分場の残容量、残りどれだけ埋立てられる

か、どのくらいあるかという確認につきましては、次期の最終処分場の確保を計画的に行うという観点からどこかで

実施する必要があり、来年度につきましては当市の一般廃棄物処理基本計画の改定を予定しておりますことから、こ

の処分場の残容量を確認しましてこの計画に反映させるために来年度に測量調査を実施するものとしております。以

上でございます。 

 

川崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 ごみ処理広域化事業について、市民がまだ知らない方が本当に多いと思うんですね。そういった金額のこととか建

設費とか運営費のこと、また焼却炉ができることすら市民の方知らない人が多いと思いますので、そういった周知の

ほうをよろしくお願いします。 

 あと、かさ上げ事業についてなんですけれども、来年度調査して、あと 10年もたないよとなったときに、かさ上げ

事業はまた莫大な費用がかかるのかなと思うんですね。どっちにしても、焼却したとしても焼却灰をうちに持ち帰っ

てまた捨てなきゃいけないということで、新たな最終処分場もつくるということもあり得ると思うんですけれども、

どちらにしても市民に対して減量化をお願いするという、そういった周知が必要かなと思うんですけど、さらなる減

量化に向けて新たな取組とか見直しとか、そういう計画はあるのかお伺いして終わります。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。廃棄物処理の減量化に向けました新たな取組についてでご

ざいますけれども、これまでご説明していますとおり、令和 6年度には本市のごみの分別区分が大きく変わり、処理

も生ごみを除き埋立て処理であったものが焼却処理と埋立て処理に変わることとなります。この分別や処理方法の変

更に伴いまして市民向けの説明会を予定しておりますけれども、市民周知を行う上では逆に大きなチャンスだという

ふうに考えてございます。ですので、その中でしっかりと周知に努めてまいりたいと思ってございます。特に処理方

法の変更によりまして安易に焼却するという意識を高めることなく、ミックスペーパーなどによります資源化をはじ

め、市民の皆さんに排出段階から減量化に努めるという意識を持ってもらえるよう取り組んでまいりたいと考えてご
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ざいます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 予算書の 125ページにあります温暖化対策推進事業についてでございます。この細目を見ますと、委託料として各

種測定それから分析ということがございまして、この目的とする意図と、それからどのような測定をするのか、それ

に対して今後多分計画に盛り込むための素材をつくるんだろうというふうに思いますけども、そこの測定の種類だと

かそういう中身について、ちょっとご説明をいただきたいというふうに思います。 

 それから、今、滝委員のほうからもありましたけども、最終処分場のかさ上げ事業に対して測量調査というふうに

なってきていまして、測量調査は今のある部分のかさ上げとかそういう部分での測量調査なのか、それとも、また新

たな部分がどこにおいてどういうふうにしたいかというとこら辺で目ぼしいところを測量するのか、これがちょっと

しっかりと捉え切れなかったので、そこら辺もう 1回教えていただきたいと思います。それから、測量委託料として

そこら辺やるんですけども、使用内容について、延命期間を、今 10年あるけども、それを何年延命させるために調査

してくださいという、こっちの使用の考え方、向こうのほうでこれだけですよ、今のかさでは、あと何年ですよとい

うんじゃなくて、こっち側としてのスタンスというのはどういう形で委託料の中の指標として示しているのか、そこ

ら辺をお伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 小田島委員のご質問にお答えいたします。最初に温暖化対策推進事業の件でございますが、各種測定・分析につき

ましては、来年度、温暖化対策推進事業の中で当市の地球温暖化対策実行計画の改定を予定しておりまして、これに

伴うものとなっております。この委託料の積算内訳の中で計画の策定支援業務としまして、温室効果ガス排出量の算

定ですとか、あるいはその他関係資料の分析、それからワークショップなどの会議運営などについての支援業務など

を委託の内容としては予定をしております。 

 続きまして、最終処分場のかさ上げ事業についてでございますけども、まず来年度行います測量につきましては、

あくまでも現在の処分場をかさ上げする目的で測量するものとなっております。それから、延命期間ですとか、あと

何年延命化させるかなどにつきましては、来年度、当市の一般廃棄物処理基本計画の改定がありますので、その中で

ごみの排出量ですとか処分量をまた算定した段階で、あと何年もたせなければならないのか、あるいは広域の関係も

ありますので、その辺も含めまして検討し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 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 最初の温暖化の関係でございますけども、CO2 の算定などとなっていますけども、CO2 だけでの各種測定というの

は、各種というのは 1種なんですか、それとも各種というのはどの幅で測定をしようとして考えているのか、ちょっ

と不明確でしたのでもう 1回教えてください。 
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 それとあと、かさ上げの関係は測量調査ということですので、枠は決まっているから、逆に言ったら測量調査とい

うよりも全体量の今後の、測量という概念になるかどうか、ちょっと私としてはあまり理解できないかなと思うんで

すね。ですから、何をどうしたいのかというとこら辺は今の話で大体わかりますけども、そこら辺をしっかりやって

いただいて、延命策をしっかりとっていただくように進めていただければありがたいと思います。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答え申し上げます。温暖化対策推進事業のほうの各種測定なんですが、温室効果ガスにつきましては CO2、それ

からメタンですとかいろいろな種類がございますけども、どのように算出していくか、分析していくかというところ

は、今後、仕様書をつくっていく段階で検討していきたいと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 委託でかける場合の仕様書というのは、ある程度見込んで、予算措置がどのぐらいになるか、ある程度市場調査を

しながらその金額というのを決めると思うんです。委託をする額を決めて、それから内容を決めるというのは、ちょ

っとやり方としては逆転しているような気持ちもありますので、そこら辺しっかり持って対応していただきたいと思

います。以上です。 

 

川崎委員長 

 ほかに。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、今のお二人の質問と丸かぶりなんですけれども、今説明を聞いていましても、全然見えてこないというか、

事前資料でそちらからいただいています、広域化処理施設が決まってからこれまでの間で大体 1億 4千万円ぐらいの

決算ベースで経費がかかっているという資料をいただいていますけども、今後、これがまたさらに膨れ上がっていく

のではないかという懸念がされますこととか、あと先ほど課長のほうから滝委員への答弁で、市民説明会などまた今

後検討していきますとか、あと計画どおりごみの減量化が進んでいないことは認識していますということでしたけれ

ども、こちらのほうについても、市民説明会は次年度から始めていかないともう間に合わないのではないかと思うん

ですね。その辺についての見解と、あと計画どおりごみの減量化が進んでいないというところをどのように市のほう

では検証されているのかというところをまずお聞きします。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 永井委員のご質問にお答えいたします。まず、来年度から市民説明会の開催をしてはどうかという件についてでご

ざいますが、広域化に対応するための本市の来年度以降のスケジュールにつきましては、令和 6年度からの広域での
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焼却処理に向けまして、ごみ分別区分の変更ですとか、あるいは家庭ごみの収集運搬体制の構築ですとか、収集後の

焼却施設への運搬方法などについて、様々な整理をする必要があると考えております。これらにつきましては来年度

改定予定の一般廃棄物処理基本計画の中で検討していき、また審議会におきまして有識者のご意見もお聞きしながら

進めてまいりたいと考えておりますので、市民説明会につきましても、できるだけ早く効果的な方法で市民の皆様に

決まった段階のものから周知をしていきたいと考えております。 

 それから、ごみの減量化が計画どおり進んでいないということで、検証はどのようなものかというご質問でござい

ますけれども、永井委員おっしゃられるとおり、現在、生ごみをはじめとしましてごみの収集量は増加し、普通ごみ、

埋立てごみの減量化はなかなか進んでいないという状況にあります。実際埋立て量のほうも当初の計画よりも 20数％

多いような状況となっておりますので、これにつきましても来年度の計画改定の段階で、ごみの減量化、それから資

源物をさらに資源化するにはどうすればいいかという施策について検討し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 

 永井委員。 

 

永井委員 

 生ごみや埋立てられてしまうごみの減量化の推進はもちろんのことですけれども、先ほどの答弁でもありましたよ

うに、2021年度以降には処理組合のほうで発電施設などの建設なども入ってくるという、たしかお答えだったかと思

うんですが、それについて市のほうの負担なども算定されていくと思いますので、こちらについては市長ベースでの

答弁もいただきたいと思いますので、留保いたします。 

 

川崎委員長  

 答弁は必要なくて、留保でよろしいですね。 

 

永井委員 

 はい。 

 

川崎委員長  

 ほかにございませんか。 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 私のほうからは環境保全事業について伺います。予算書 125ページ、附属資料 26ページです。この事業で行われて

いる測定のうち、空間放射線量率の測定について伺います。空間放射線量率測定は当初市内 3カ所において月に 1回

の測定、平成 28年度からは年に 4回の測定、29年度からは年に 2回の測定と減ってきました。測定結果としては 0.04

マイクロシーベルトパーアワーから、雨の日でも 0.06マイクロシーベルトパーアワー程度に収まっておりまして、北

広島市の空間放射線量率は一定の範囲に収まっていると見受けられます。また、降雪時に雪の遮蔽効果で空間放射線

量率が下がるとか季節による傾向も見えてきました。平成 30 年度については 5 月、11 月と雪のない時期に年 2 回測

定されておられるようですが、測定回数がこのように減ってきた理由について伺います。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 
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阿部環境課長 

 佐々木委員のご質問にお答え申し上げます。空間放射線量率の測定につきましては、測定開始以来、福島第一原発

事故前の札幌市内における測定値の範囲内に収まっており、国が定めた追加被ばく線量と比較しても問題ない数値と

なって安定しておりますことから現在の年間測定回数となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長  

 佐々木委員。 

 

佐々木委員  

 回数が減ってきた理由もわかりますし、現在の状況を考えれば合理的な判断として受けとめております。この測定

値に変動があるとしたら、泊原発などからの万一の放射能漏れとか、そのプルームをキャッチするとか、また、あま

り考えたくはないですけども、大変な量の放射能が市内に降り積もったときであろうかと予測します。泊原発がトラ

ブルを起こしたときなど放射能汚染が心配された際に、市民の不安に応えるために臨時の測定をする可能性というの

があるかどうか伺います。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答え申し上げます。今おっしゃられました例えば泊原発がトラブルなどを起こした場合など、今後、現在の測定

値レベルを大きく超えるような状況になった場合には、市民の安全を第一に考えまして、測定回数や測定地点などを

検討する必要があるものと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長  

 ほかにありませんか。 

 青木委員。 

 

青木委員 

 私は、有害鳥獣駆除対策事業についてお尋ねをいたします。来年度予算 39万円ということで、予算計上の根拠、積

算の内訳についてご説明いただきたいと思います。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 青木委員のご質問にお答えいたします。有害鳥獣駆除の対策事業につきましては、生活環境被害及び農林業被害の

防止を図るため、北広島市鳥獣被害防止対策協議会と協力などを行いまして有害鳥獣の駆除を実施しており、駆除を

実施するに当たりまして 39万円の予算を計上しております。主な予算といたしましては報償費が 30万円となってお

り、その積算内訳としましては、エゾシカ駆除分が 17万 6千円、それからカラスなどのその他の駆除分が 4万円、そ

れからヒグマのパトロール分が 5万 4千円、わな猟の免許登録料助成が 3万円などとなっております。以上でござい

ます。 
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川崎委員長  

 青木委員。 

 

青木委員  

 ありがとうございます。それで予算書を見ますと、農政からも類似した項目の予算が上がっております。14万 4千

円でしょうか、有害鳥獣駆除ということで。私も去年から分かったような分からないような感じでずっと来ているん

ですけれども、環境課と農政課と有害鳥獣駆除の部分ですみ分けられていらっしゃいますよね。こうやって別々に予

算が上がってくると。環境のほうですと主にアライグマなのかなと思いながら、農政はエゾシカなのかとか、自分な

りにいろいろ線引き、すみ分けの理由というのがいまいち理解できないものですから、なぜそこがすみ分けているの

かという部分についてちょっとご説明いただきたいと思います。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答え申し上げます。農政課とのすみ分けについてでございますが、まずエゾシカにつきましては、農政課につい

ては農業被害対策ということで予算を計上しております。環境課分につきましては、エゾシカ対応もありますが、主

に道路でエゾシカが原因で交通事故などが起きた場合に、エゾシカがまだ生きている場合、その交通状況に支障を来

すので、環境課と、あとは猟友会にご協力いただきまして、そのときに出動していただいて処理をするということを

行っております。 

 それからアライグマにつきましては、農業被害というのもございますが、環境課としましては、外来生物法の対策

ということで、根絶するという目標を持って対策を行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  

 青木委員。 

 

青木委員  

 今お伺いしただけでも非常に面倒くさいなという印象を受けますけれども、その線引きのところですね。昨年たし

か山本議員も質問されていたかと思うんですけれども、今後、有害鳥獣駆除の対策について市役所内で組織として一

本化していくというお考えがあるのかないのか、その点につきまして最後お伺いいたします。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答え申し上げます。有害鳥獣対策に係る組織の一本化についてでございますけども、確かにおっしゃられるとお

り、環境課、それから農政課、それぞれで所管する部分がありますので、市民からしますとちょっとわかりづらいと

いう部分もございます。他市の事例などでも、どちらかに偏っているところもありますし、環境分野それから農政分

野でそれぞれ持っている部分もございますので、他市の状況なども見ながら、今後検討してまいりたいというふうに

考えております。以上でございます。 
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川崎委員長  

 次の質問を受けます。 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 自分のところは 1点だけ、予算書 127ページ、ごみ減量化・資源化対策事業ですけども、現在ミックスペーパーの

拠点回収をされておりますけども、このミックスペーパーの回収量というのは、ここ数年上がっているのか、増えて

いるのかどうなのか、また回収されている中身というのは適正なものなのかどうか教えていただきたいと思います。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 大迫委員のご質問にお答え申し上げます。まずミックスペーパーの回収量の推移ですが、回収実績につきましては、

回収を開始しました 29年度が 11月からの 5か月間で約 30トン、それから平成 30年度は約 119トン、それから平成

31年度は、1月末までですが、10か月間で約 124トンとなっておりまして、増加の傾向となっております。 

 それから、ミックスペーパーの出された中身につきましては、処理業者からの聞き取りによりますと、中にはミッ

クスペーパーとしては適さないものも入っているというふうに伺っておりますが、ただ、実際にこれをリサイクルす

る過程におきまして様々な除外施設がございますので、今のところは多少入っていても問題なくリサイクルできると

いうことで伺っております。以上でございます。 

 

川崎委員長  

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 わかりました。回収された中身の適さないものというのは一体どんなものなのか、ちょっとお聞きいたします。そ

れと、高齢者の方のところに私がお伺いにいきますと、やはり車を持っていないので出しに行きたいんだけれども出

せない、持っていけないんだよねというお話をいろんな方からもお伺いいたします。ですのでミックスペーパーの回

収拠点の拡大というのはできるのかどうなのか。また、高齢の方は持っていくときに取っ手があるとやはり持ちやす

いんだと、力がないので取っ手があると軽く持てるんだよねというお話があります。現状取っ手がありませんので、

それをつけられるのかどうなのか、今の現在のミックスペーパーの袋がなくなったらそういう加工ができるのかお聞

きいたします。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答えいたします。まず最初にミックスペーパーの異物の中身につきましては、ここでちょっと具体的な例はあれ

なんですけども、例えば本来普通ごみに入れるべきものがミックスペーパーのほうに入っていたりですとか、あるい

は瓶、缶、ペットボトルみたいなものが混じって入っているという事例を聞いております。 

 それから、回収拠点の拡大につきましては、昨年の 5月に新たな回収拠点としましてクリーンセンターを追加して
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いるところでございますけども、やはり市民からはもう少し近い場所に拠点場所がほしいという声もありますことか

ら、ごみステーションでの回収が可能かも含めて、市民がより排出しやすい方法につきまして、収集運搬業者ですと

か処理業者と協議をしながら検討してまいりたいと考えております。 

 それから、ミックスペーパーの回収袋に取っ手がつけられるかというところでございますけども、ミックスペーパ

ーの袋の改良につきましてはこちらでも何度か検討はしておりますけれども、費用面というところと、あとは本来ミ

ックスペーパーだけですとそれほどの重量にはならないというところもございますので、現在のところは今の袋の状

態となっておりますが、今後、市民からの声などもお聞きしながら、どのように改良することができるか検討してま

いりたいとに考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長  

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 このミックスペーパーの回収などは、人の目がないといろんなものが入っちゃう。生ごみなんかも、委員会の報告

でも漬物石が入っていたとか、何かナイフが入っていたとかいろいろお聞きしますので、やはり人の目が必要なんで

あろうというふうに思います。ですので、自治会や町内会で、町内会館などで月 1回か月 2回とか、そういうところ

で町内会の役員が監視をしている中で回収をして、そういう拠点をわれわれつくりますといった場合には回収しても

らえるのかどうなのか、お聞きいたします。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答えいたします。自治会・町内会などで自主的に回収する件につきましては、それぞれのミックスペーパーの収

集・保管場所ですとかその状況をお聞きして、その部分については収集運搬業者がどのように運んでいくかというこ

ともありますけども、それぞれ個別にお聞きして判断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 

 質問を受けます。 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 私のほうから 1点、温暖化対策推進事業についてお伺いします。125ページと、26ページと 64ページです。先ほど

小田島委員から質問がありましたけれども、違った観点からお伺いしたいと思います。 

 まず、温暖化対策事業について、この事業では太陽光パネルだとか、それから高効率給湯暖房機など、省エネルギ

ーシステムに対する補助を行っているということなんですけども、ここ数年の補助実績の推移についてお伺いしたい

と思います。 

 それから、温暖化対策事業について、令和 2年度の予算額というのが前年度から約 230万円増額になっています。

過去の推計を見ますと、平成 30 年が 570 万円、それから令和元年が 488 万円、今年度は拡大して 718 万円というこ

とになっています。来年度に策定する地球温暖化対策実行計画の策定の委託料などの 400万円を除く補助金の予算額

で比較すると大きく減少しているということになりますけども、とりわけこの太陽光パネルの補助件数が前年度から

どう推移しているのかということで、併せて伺いたいと思います。 
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川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 島崎委員のご質問にお答え申し上げます。まず補助の実績についてでございますが、太陽光パネルにつきましては、

平成 29年度が 15件、それから平成 30年度が 13件、今年度が 20件となっております。それから、高効率給湯暖房機

につきましては、平成 29年度が 26件、平成 30年度が、これはペレットストーブ 2件を含んで 36件、それから今年

度がペレットストーブ 1 件を含む 46 件となっております。それから、太陽光パネルの補助件数についてでございま

すけれども、予算額につきましては、今年度 20件分から来年度については 10件分に減らしております。以上でござ

います。 

 

川崎委員長  

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 昨今の状況において、再生可能エネルギーというものを私は全く否定しているわけではありません。太陽光につい

ても、それから風力についても、それから木質バイオマスだとか、それぞれ友人、知人もおりますし、いろんなお話

を聞いたりしている中で、どの自治体にどうマッチングするのかということというのは非常に大事なことかなという

ふうに思います。ただ、一般住宅における太陽光パネルについては、おおよそ耐用は 20年ということなんですね。そ

うなると、太陽光パネル事業がピークのときから大体 20年近くを迎える家庭というのが非常に多くなってきている。

その設備が老朽化によって漏電だとか、また肝心な、一昨年の大規模停電時に機能しなかった例というのも北海道内

では多数見受けられたということがあります。維持管理についても大変重要であるということになると思うんですね。

廃棄パネルの費用を最近は積み上げしていない住宅ももちろん多いと思います。最近はその辺を見ているということ

もありますけれども、一般住宅においては廃棄ということになっていったときに莫大な費用がかかるわけですね。そ

れから、この太陽光パネルというのは有害物質が含まれております。前の西日本豪雨のときなんかでも、山林の太陽

光パネルが流れ落ちて、水質のほうに悪影響を及ぼしたというような問題も大きく社会問題として取上げられてきて

おりますので、そういったことを考えたときに、安易にこういったものに注力していくべきではない時期もあるのか

なと。それから場所、場合によるのかなと私は思っています。 

 そういった中で、今私たちの会派のほうに非常にお願いということで来ていますけども、ある町内会から、景観の

よい町内会から太陽光パネルの問題について強い要望が上がってきております。こういった開発について行政がこれ

からも注視して、景観も含めて環境や住民を守っていくという姿勢が私は必要ではないかと思っています。とりわけ

このパネルについては建築構造物ではないので、確認だとか申請がないわけですよね。そうすると、物置の束石に変

わらないようなコンクリートの小さいもので建てているパターンというのは結構あります。 

 それから太陽光については、その町内会においては、計画途中で 3分の 1ぐらいで中断して、残りの土地をさらに

3 分筆して第三者に売渡してしまったと。売り先が今度は木質バイオマスをやると。町内会は当然そんなことは聞い

ていないという問題になるわけです。木質バイオマスを私は否定するわけではありません。ただし、この書類上の売

り先がゼロ円株式会社でペーパーカンパニーであるといったときに、一体この土地はどうなっていくんでしょうかと

いう問題になってくるわけですよね。こういったことを行政としてどう注視して、住民の気持ちをないがしろにする

ような業者の存在をどう監視していくのかということ、こういったことについて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 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。太陽光発電につきましては、再生可能エネルギーの推進と

いう意味で必要なものと考えておりますけれども、先ほどお話もありましたとおり、パネルには環境に放出しますと

危険な化学物質も含まれておりまして、その廃棄につきましては環境省が策定をしております太陽光発電設備のリサ

イクル等の推進に向けたガイドラインというのがございまして、それに基づきまして産業廃棄物として、適正に処理

をする必要があるものと考えております。 

 また、市内の民有地におけます施設規模の大きな太陽光発電や木質バイオの関係といった部分でございますけれど

も、現行制度におきましては、全てを規制するといった状況にはございませんけれども、私ども市民環境部といたし

ましては、自然環境、生活環境の保全という観点から、そういった企業等も含めて動向を注視する必要があるものと

考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 今部長のほうからご答弁いただきましたけども、私ちょっと問合せしてみると、太陽光発電協会というのがありま

して、北海道の太陽光発電というのは、平成 29年で 3万件以上あると。その中で発電をしているのかしていないのか

わからない発電所の実態も相当数あるということですね。その中で海外の企業がその土地を買っているケースも結構

あるということで、その発電所を含めると道内には 50か所以上に上るんではないかということです。それから、北電

のほうに聞きますと、発電所の用地というのは、大体買取りか賃借ということになるんですけども、私有地の場合に

はほとんどが買取りだということで、今回のある町内会から上がってきているケースも、太陽光発電パネルをつけた

いんだということで持ち主さんは売却をしている。しかしその後、計画は 3分の 1で、残りを 3分筆してしまってペ

ーパーカンパニーに売ってしまって、あとはわからないの一点張りであるということですね。そういうのが非常に困

るなと。それから、太陽光発電の場合というのは事業計画どおりに進まないケースというのが 60％ぐらいあるそうで

す。需給契約を取消すケースというのも、結構あるというふうに聞きました。同じ話を聞くと、森林地帯を買取って

伐採したんだけども発電所を設置していないというケースもあるということですね。売電が終了した後の土地のパネ

ルだとかの処理というのは一体どうなるのかなと。こういった北広島の里山、景観を守っていく中で、やはりそうい

ったところに改めて都市計画、環境、いろんな横断的な注視する部門が必要かなと私は思っています。 

 とりわけ先ほども話をしましたけども、北広島というのは今本当に注目されている土地であるので、どういった産

業が参入してくるのかもわかりませんけども、私たちが見えないところで暗躍される可能性もあるので、そういった

ことを庁内全体的に監視する必要が僕はあるんじゃないかなと思っています。都市計画のことになると、なかなかち

ょっと市民環境ということになりませんけども、その辺はもし今後の考え方があれば、再度ちょっとお伺いして終わ

りたいと思います。 

 

川崎委員長  

 高橋市民環境部長。 
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高橋市民環境部長 

 お答えをさせていただきます。先ほどもお答えさせていただきましたけども、私ども市民環境部としましては、自

然環境、生活環境の保全の観点から動向を注視しますし、今言われましたとおり、庁内いろんな様々な部署で担当す

る部署がございますので、その辺は情報を共有しながら、何ができるかといったところも含めまして進めていきたい

と考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私のほうから通告で、ごみ最終処分場のかさ上げ事業について通告をさせていただいております。通告の内容につ

いては、これまでの滝委員や小田島委員の質疑の中で確認できましたので、理解いたしました。 

 重ねてお聞きしたいこととしては、これからクリーン北広島推進審議会が持たれる予定があるかと思うんですけれ

ども、この最終処分場のことも含めて、かさ上げ事業など、その委員会の中での検討を図られていくことの予定につ

いてお伺いします。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 鶴谷委員のご質問にお答えいたします。処分場のかさ上げ事業について、来年度の審議会での取扱いについてでご

ざいますけども、来年度審議会につきましては、今コロナウイルスの影響もありますが、4 月から 9 月ぐらいにかけ

まして審議会を行う予定となっております。この中で先ほどもお話ししましたごみの分別区分の変更ですとか、ある

いはごみの収集運搬体制など広域化に対応する部分、それから当市におきまして一番大事な処分場の確保という部分

も併せて検討していきたいと考えております。具体的なかさ上げにつきましては、まずは測量調査を行いまして、残

存容量のほうをまずは推計を出しまして、それに基づいてごみの排出量、それから今後広域化が始まって以降のごみ

の排出量も含めて、どのような処分場のかさ上げを行っていくかということでスケジュールも併せて検討していく予

定となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 わかりました。この審議会のほう、公募、推薦など行われているかと思うんですけれども、こういった委員会にも、

ごみのことはやはり未来ずっと続いていく課題、問題であることから、年代幅広く、若い世代の方にもぜひ参加の機

会を、また意見を聞く機会を確保していただきたいと考えます。委員会をおおむね夜も開催されるものも多いかなと

いうふうに印象があるんですけども、昼間の時間帯ですとか、小さなお子さんがいる場合のお子さんの過ごす場所の

確保ですとか、そういったところも配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 
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阿部環境課長 

 お答えいたします。審議会の開催の時間、それから場所についてでございますが、前回審議会を開催したときには

日中行っておりました。この時間につきましては、審議会の委員の方々のご都合もございますので、できるだけ委員

の方で小さなお子様がいらっしゃる場合にはそのようなことも配慮しながら、時間それから場所につきましてもでき

る範囲で検討させていただきたいと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは、3点ほどお聞きします。まず生ごみ処理事業、129ページ。これも毎年聞いていますけど、事業系一般廃

棄物の目標達成度、それから新年度の事業者数の拡大の取組。これは家庭で出る生ごみの収集量がなかなか上がらな

い、その対策として事業系から出るもの、いわゆる収集料金のインセンティブも与えて何とか事業系から出してほし

い、それがまず目標としてどこまで進んだのかも含めてちょっとお聞きします。 

 2点目、有害鳥獣駆除対策。125ページで、先ほど有害鳥獣いろいろ質問が出ましたが、アライグマに絞って質問し

ます。アライグマの捕獲に使用する箱わなの数は現在いくつか。ここは年間貸出回数と書いていますが、私の勘違い

で、これは農業者や市民農園の方に貸出すんじゃなくて環境課の職員が要請に応じて設置にいくということですね。

設置回数はどれくらいなのかということでお聞きをいたします。 

 それから 3点目、霊園事業特別会計で、以前から指定管理者を導入したいということで数年前から市側は提案して

いましたが、このめどは立っているのかどうかお聞きします。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。最初に、事業系一般廃棄物の生ごみの処理量についてでございますが、

生ごみの処理量につきましては、平成 29年度が 380トン、平成 30年度が 384トンと微増となっておりますが、一般

廃棄物処理基本計画の排出量予測に対しましては、平成 30 年度で約 40％となっております。それから、令和元年度

につきましては年度途中に新たに 15 事業所が増えまして、1 月末時点で 330 トンとなっており、平成 30 年度の 1 月

末時点の 327トンに対し微増となっておりますことから、新年度におきましても分別の協力をいただく取組として事

業所への訪問を引き続き実施して、生ごみ分別事業所数を拡大してまいりたいと考えております。 

 次に、有害鳥獣駆除対策費のアライグマの箱わなについてでございますが、箱わなにつきましては現在 48台の箱わ

なを所有しておりまして、年間の設置回数につきましては約 200回となっております。 

 それから、霊園管理特別会計のほうの指定管理の導入につきましては、平成 29年度に募集を行いましたが応募がな

く、その後状況が変わらないことですとか、来年度に墓地区画増設事業の実施を予定しておりますことから、令和 2

年度からの導入は見送ったところですが、引き続き市民サービスの向上ですとか効率的な業務運営につながるよう、

令和 3年度以降の制度の導入について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 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 それでは再質問します。まず事業系の生ごみですね。なかなか目標どおりいっていないということで、ただ、あら

ゆる手だてをして、やっぱり増やしていかないと目標の施策ができないんだろうと思います。それでまず今市内にあ

る事業所の今後の見通しですね。さらにまだ拡大の余地がある、前向きに検討してくれている事業所があるのかない

のか。それともう一つは 3年後に開業しますボールパークの日本ハムのスタジアム、ここで当然飲食店等も出てくる

と思いますが、そこから出る生ごみをいわゆる事業系として出してもらうような働きかけなり協議はしているのかど

うか、まずここをお聞きします。 

 2 点目、アライグマに関しては、この箱わなを仕掛けるというのは、要は農作物の回収時期に皆さんがリクエスト

するわけですね。そうすると、大体似たような時期に皆さんがリクエストをする。そうすると、この設置に行くのは

環境課の市職員ですから、この時期に、秋にかけて忙しいわけですね。そういうことで、私から見ると、環境課の職

員が箱わなを設置に行って回収に行ったりする仕事はもう外部に委託できるレベルの話でないのかと。それでなくて

も、鹿が出没すると、それに対して環境課の職員が鹿の捜索をするみたいな、いろんなことで少数精鋭で仕事大変な

んだろうなとはたで見ていて思っていますから、この箱わなの設置を外部委託できないのかどうか、ここについて現

状どう考えているのかお聞きいたします。 

 

川崎委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答えいたします。最初に、生ごみの市内での排出事業者の見込みでございますが、生ごみを収集しております収

集運搬業者からの聞き取りによりますと、比較的まとまった量を排出している事業所数は 80 程度ということで把握

しております。今年度につきましても事業所訪問でご協力していただける事業者さんがございますので、今後につき

ましても、収集運搬許可業者の収集運搬体制などの課題もございますが、少しでも多くの事業所に分別を協力してい

ただけるよう収集運搬業者との連携も含めまして、事業所の戸別訪問について来年度以降も継続して実施してまいり

たいと考えております。 

 それから、ボールパークの生ごみにつきましては、これまでも球団側と、ボールパークから発生するごみの処理に

ついて何度か協議の場を持ちまして話合いを行っておりますので、このボールパークから排出される生ごみにつきま

しても、できるだけ分別をしていただいて、下水処理センターのほうでバイオマス化できるように今後も協議を続け

てまいりたいと考えております。 

 それから、アライグマ駆除の委託化についてでございますが、委託化につきましては現在近隣自治体の委託の状況

などを調査するとともに、他の自治体の受託実績のある業者などから業務内容などについて聞き取りを行っておりま

して、今後、駆除件数が増えて市の職員だけで対応できないというようになった場合には委託化についても検討して

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。 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 私は予算書 125ページ、附属資料 26ページ、第 3次環境基本計画策定についてお伺いをいたします。策定事業費は

453 万 6 千円のうち大半が測定・分析などの調査委託費 432 万 5 千円が柱になっているところでありますが、第 2 次
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基本計画で主な調査として大気、水質、悪臭、騒音、そしてさっき佐々木委員が質問されました空間放射線量率の継

続的な監視や測定となっておるところであります。この基本条例の第 2章、環境の保全及び創造に関する基本的施策

の基本方針として、第 7条で市は、第 3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的

かつ計画的に進めるものとするとあります。その中では先人の文化及び歴史、自然とのかかわり、潤い、安らぎ、心

の豊かさが実感できる社会の実現、身近な緑や水辺とのふれあいづくり、自然と調和した良好な環境の形成、歴史的

文化遺産の保存及び活用などを推進するとしております。 

 そこでお伺いいたしますが、これらのことから、策定に当たりまして、島松川は最近サクラマスの遡上が見受けら

れることから、清流など川の保全に配慮した計画を今後の策定の中で考えていかれるでしょうか。このことについて

まず第 1回目の質問をいたします。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 橋本委員のご質問にお答えいたします。川の保全に配慮した計画の策定についてでございますが、本市におきまし

ては、千歳川とその支流であります島松川、輪厚川、それから音江別川など、豊かな水環境がございます。それらの

川につきましては、魚類ですとか水生生物に加えまして、さらにその周辺には野鳥も身近に観察できるなど豊かな自

然環境を形成しておりますことから、河川の環境を良好な状態で将来にわたって保全ができるよう、次期計画の策定

におきましても川の保全に配慮した施策等について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 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 それでは再質問させていただきます。特に島松川にはヤマメとかドナルドソンが生息しておりますが、先ほど申し

ましたが昨今は特にサクラマスの遡上が年々増えていると地域の住民の皆さんに聞いているところでございます。ま

た遡上もあると聞いておるところではございますが、このことは平成元年にゴルフ場で使用している農薬が原因とさ

れる養殖魚大量死の事故が発生したことは皆さんご存じでしょうか。8 か所のゴルフ場に対しまして、このとき農薬

使用量の低減あるいは低毒性農薬使用の指導徹底などを行ったことと、それと島松川上流周辺には、後継者不足によ

る農家戸数及び耕作面積の減少に伴いまして、農薬あるいは化学肥料の減少や山林が適度に保全されていることも魚

が生息しやすい環境となっていると私は考えるところでございます。このことから、サクラマスが産卵で遡上する時

期に投網等による魚類の種類の調査をされてはいかがかお尋ねをいたします。 

 

川崎委員長  

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 お答え申し上げます。魚類の生息調査についてでありますが、橋本委員おっしゃられるとおり、市内の河川におき

ましては、環境課におきましては目視によりましてサケの遡上などを確認しておりますが、投網等による魚類の捕獲

調査などにつきましては、来年度に予定しております環境基本計画の策定の中で実施が可能かどうかも含めまして検

討してまいりたいと考えております。以上でございます 
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川崎委員長 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 実は、皆さんご承知だと思いますけれども、標高 492メートルの島松山を頂点といたしまして、島松川、三別川、

仁井別川周辺の一帯を何らかの特定ゾーンとして環境保全を図らなければ、違法建築や土取り場、不法投棄などが今

後十二分に私は考えられると思いますし、あの一帯は限界の集落とも言われてきましたが、まさに現実的に人口が減

少しまして、限界の集落となっております。政令都市の近郊においてそういった表現は本当に使いたくないんですが、

現実はそのようなところになっていることは皆さんご承知のことだと思います。そんなことで、水質の汚濁が助長さ

れることが今後ともまた想定されるのではないかと思います。市といたしまして守らなければならないエリアを特定

して、その対策を講じることなくして、市長が執行方針で述べている豊かな自然の魅力を最大限引き出すことにはな

らないと私は考えます。このことは非常に重要なことであります。なぜ私が申し上げますかといいますと、ボールパ

ークに決して反対するものではありません。私の隣接地、私が幼少時代遊んだあの沢地、見事にアメリカ方式かわか

りません、設計の方は私のまちと関係のない方が選んだんでしょう。全てあそこにあった樹木も残しておいてもらい

たいところもいっぱいあったんですが、つるっぱげ。これは表現が不適切、はげというのは、すみませんね、そうい

った状況です。必要なところに補植をする。本来あるものを保全しながら開発行為をするのが本来なんですよ。本当

に、私はこれが残念でならないんです。過去はやはり見詰めてもらわなければ困る、ところがそれが継承されない、

今の行政の実態ではなかろうかなと思うんです。このことを強く、環境部の担当の皆さんばかりでなくて、庁内会議

の中でそういうことをやっぱり私はぜひとも検討していただきたい。そして、守るところは守るという姿勢を理念と

して持って、すばらしいまちづくりをしていただきたい。それが今不足しているということです。言い過ぎかもわか

りませんが、私はそのように感じてならないんであります。 

 そういうことで、今ボールパーク構想への期待で沸き立っておりますけども、一方では、バランス感覚を持って冷

静に将来を見据えなければならない、そういうことでございますが。ボールパークで注目をされまして、宅地なんか

非常に買い占めが進んで際立っているようでございますが、また一方では、市街化調整区域の農地、原野、雑種地、

山林などの買収や違法建築、不法投棄がまた目立ち始めているのも現状ではなかろうかなと思うんです。それは、私

どものまちは丘陵地帯だからであります。江別を見ても南幌を見ても山はありませんよね。野幌の国有林以外は。私

のまちは大半が 100メートル標高以上のところに、我がまちのとりわけ西のほうですか、ということがあって、さっ

き島崎委員がお話しされましたように、いろんなところが狙われてくるんです、これから今まで以上に。昔はゴルフ

場で狙われまして、横路道政のときは規制をしましたけれども、今後、そういうことが必ず出てくる。そういった心

配をしなくてはなりません。そんなことで、わがまちは総面積 1万 1,905ヘクタールの都市計画区域に指定をされま

して、そのうち住宅地、工業団地などの市街化区域は 1,726 ヘクタール、全体の 14.6％、8 か所のゴルフ場は 1,486

ヘクタールで 12.5％、田畑は 17.5％となっておりますけれども、雑種地が 15.5％、山林は 30.2％、原野 6％などの

土地利用形態に変化があらわれまして、環境問題に大きな発展をしていくんではないかと、このようなことで思いま

す。 

 私は、これで最後でありますけれども、ただ単に皆さんのところではなくて、ご承知のとおり、守るときは守ると

いうことで、地方分権一括法の中にありますように、参酌すべき基準、標準、従うべき基準、この中で上書き権とい

うことが認められております。それは、許認可のほうは、石狩支庁、道の問題だということで片づけられることもあ

ると思いますけども、守らなきゃならないエリアというのを定めたら、大義名分でそれを説明できるものがあれば、

法律を上回った条例を定めることはできることになっておりますので、そういった理念でやらないと、絶対私は守れ

ないと思います。法律がそうだから、そういうことはこれからはしては私はだめだと思うんです。そういったことで、

竹山温泉地域の事情を聞いておりますが、島崎委員が言ったとおりで、あれは規制は道のほうの許認可ですよね。そ

れはイタチごっこなんですよ。ですから、地方分権一括法、もう 1回、内部の部長会議とか、理事者会議の中でそう
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いったことを、議論の場をつくっていただいて、ぜひとも皆さん、環境の優れた我がまち、そしてボールパークの発

展を願ってやめますけれども、ご答弁があればいただきたいと思います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 橋本委員のご質問にお答えを申し上げます。自然環境の保全についてでございますけれども、本市の歴史を考えま

すと、広島県人和田郁次郎ら 103人が一村創建を目指しましてから 136年を迎えておりますけれども、先人たちが幾

多の困難を乗り越えて現在の北広島市の特徴、魅力であります豊かな自然環境があるものと考えてございます。 

 この豊かな自然環境を守るために、平成 12 年には北広島市環境基本条例をつくりまして、その翌年には第 1 次の

環境基本計画、それから平成 23 年度には第 2 次の計画を策定いたしまして、これらの計画に基づきまして様々な環

境保全について取組を行ってきたところでございます。ただいまご提案のありました環境保全の取組につきましては、

来年度に検討しております第 3次の環境基本計画の策定におきまして専門家の意見を伺いながら、豊かな自然環境を

守り、次の世代に引継ぐためにも、何ができるのかを含めまして検討を行ってまいりたいと考えてございます。以上

でございます。 

 

川崎委員長 

 以上で市民環境部所管の衛生費及び霊園事業特別会計予算の質疑を終了いたします。 

 午後 1時まで休憩といたします。 

 

休 憩  午後 0時 02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。 

 次に民生費の子ども発達支援センター費を除く社会福祉費、医療給付費及び生活保護費の質疑を行います。 

 木村委員。 

 

木村委員 

 1点だけ質問させていただきます。予算書 91ページ、附属資料 3ページの働きづらさを抱える方々への就労支援事

業についてお伺いします。今回は新たな事業ということで、この働きづらさを抱える方々の対象はどのような方がな

っているのかということと、把握するのは大変こういった場合は難しいと思うんですけども、どのように把握して情

報提供を行っているのか、この事業概要についても併せてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 木村委員のご質問にお答えいたします。本事業は日本財団のモデル事業を活用するもので、本市はそれに参加する

ものでございます。総事業費は 2千万円を上限としておりまして、そのうち日本財団が 8割、北海道が 1割、参加す

る自治体が 1割を負担することとなってございます。現在、参加する自治体は、本市を含めて二つということで想定
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をされております。事業の概要といたしましては、既存の支援制度では、支援が不十分であるひきこもりやニート、

長期無業者の方などを対象に、最終的には一般就労を目指し、就労に関する情報提供を行うことや障がい者の就労支

援事業所を活用した訓練などを行います。対象者の具体的把握の方法については、今後、北海道と協議をしていくこ

とになってございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 ありがとうございます。対象者は、ひきこもりやニート、長期無業者の方々ということで、なお一層本当に把握と

いうか、難しいとは思うんですけれども、また、その把握方法としては具体的には今後北海道と協議を行っていくこ

ととしているということでしたけれども、市としてはやっぱり対象者は市民ですので、今後どのような取組を具体的

にされていくのかお伺いしたいのと、もう 1点、本市を含めて二つが想定されているということなので、もう一つの

市ですか、自治体を聞きたいと思います。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 お答えをいたします。取組の詳細につきましては、今後、北海道とも協議してまいりますけれども、北海道におい

ては、具体の事業展開につきましては、本事業内容にスキルのある社会福祉法人等との連携を想定していると伺って

ございます。その法人とも把握の方法については協議が必要になってくると思われます。 

 それと、もう一つの参加自治体でございますが、今北海道から伺っているのは、道央圏の自治体ということで、具

体的なところはまだお伺いをしておりません。以上であります。 

 

川崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 ありがとうございました。今回は初めての取組でありまして、総事業費は、現時点での想定ということで、人件費

等などについて 1千万円、障がい就労支援事業所の活用に係る部分とかありますけども、その事業費のうち、参加自

治体 1割負担ということですけども、その内訳をお伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 お答えをいたします。2 千万円のうち 8 割が日本財団ということで、残りの 2 割について北海道と参加自治体とい

うことで、予算を 100万円とさせていただいてございます。内訳としましては、事業内容の周知、障がい者の就労支

援事業所を活用することになりますので、そちらで訓練したときの経費負担を想定してございます。以上でございま

す。 
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川崎委員長 

 質問を受けます。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 3点お伺いいたします。まず 1点目でございますけども、予算書 93ページ、ふれあい温泉事業でございます。この

事業につきましては、対象人員が 65歳以上の方で、年 12枚、定額 300円を補助するということになっていまして、

さきの定例会の一般質問でも私質問させていただきましたけども、なかなか伸びないという現況をそのときの数字で

も確認をしておりますけども、さらに今回 170万円ほど、委託料が減額をされてきているという状況でして、その減

額積算の理由についてお伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、高齢者支援サービス事業ですね。これは同じく 93ページ、附属資料 10ページでございますけども、こ

の中で委託料もかなり、350万円ほど減っていますけども、昨年から比べて、備品購入費が 72万 8千円という内訳に

なってきています。事業全体を見ると高齢者の配食サービスなどという中身の説明になってきておりますけども、こ

の中で備品を計上したその内容についてお伺いをしたいと思います。 

 それからもう一つ、3点目でございますけども、95ページ、附属資料 10ページの福祉人材確保対策事業でございま

す。これは平成 30年からの事業かというふうに思いますけども、市内事業所のサービス体制を確保するということで

ございますが、810 万円の交付金の交付先とその配分といいますか、どのような内容になるのか、その中身について

お伺いしたいと思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。初めに、ふれあい温泉事業についてでございますが、利用実人員の推移につきましては、平成

28 年度は 3,989 人、平成 29 年度は 3,989 人、平成 30 年度は 4,020 人であり、近年横ばいの状況となっております。

また、延べ利用者数の推移につきましては、平成 28 年度は 2 万 7,537 人、平成 29 年度は 2 万 6,206 人、平成 30 年

度は 2万 6,096人であり、近年減少傾向となっております。また、今年度の延べ利用者数は、令和 2年 1月末現在で

1万 9,401人となっており、前年度同時期と比較しましてマイナス 10.2％となっております。このような状況を踏ま

えまして、令和 2年度の予算につきましては、延べ利用者数を前年度予算より 4千人減の約 2万 6千人と見込み、計

上しているところでございます。 

 続きまして、高齢者支援サービス事業でございます。備品購入費の積算内訳についてでございますが、緊急通報装

置整備事業におきまして、電波法の改正に伴い、令和 4年 11月 30日をもって現在設置使用している緊急通報装置の

一部である 49 台が使用できなくなるため、新年度から 3 年間で段階的に付け替えを行う予定としておりまして、新

年度においては 15台分の備品購入費を計上しているところでございます。 

 続きまして、福祉人材確保対策事業でございます。交付金につきましては、平成 30年 7月から開始しております福

祉人材確保対策就労支援金ということで交付しております。新規就労者に 5 万円、市外からの転入者には 10 万円を

加算、就労から 6カ月を経過した者には 5万円を加算する制度となっております。令和 2年度の予算につきましては、

今年度の当初予算額の金額と 12 月に補正予算をした金額の合計額である 810 万円を予算計上したところでございま

す。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 
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小田島委員 

 ふれあい温泉事業、なかなか人数的には横ばい、実績も 12 枚使っている方もなかなか多くなくて、マイナス 10％

ぐらいだというのは理解をしましたけども、やはりこの関係、ニーズの多様化とかということですね。なかなか温泉

に行かない方も多くなってきているという状況がありますけども、ぜひとも温泉の好きな方などもいらっしゃるんで、

PRの仕方が十分か不十分かというとこら辺の状況もあると思うんです。それで一つご質問しますけども、今回大胆に

延べ 4千人の減というふうにしましたけども、これが伸びていって予算が足りなくなるということになりますと、打

切りというよりも予算の範囲内にするのか、それとも不足する場合は補正するのか、その考え方をちょっと一つお聞

きをしたいと思います。 

 それから、高齢者支援サービス事業の通報装置、この通報というのはどういった機能を果たしているのかとか、そ

の中身についてもう一回お答えいただきたいと思います。 

 あと福祉人材の関係では、実績どおりというふうにして予算計上されているということでございますけども、これ

は想定をしていた人員、人材確保という人員と実績の差異がないのかどうなのか、想定どおりでこの事業が進んでい

るのかどうか、そこをちょっとお聞きをしたいと思います。お願いします。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。まず、ふれあい温泉事業についてでございます。こちらにつきましては、予算が足りなくなる

ことで、事業の打切りということは考えておりませんので、利用状況を注視しながら状況に応じて補正予算等で対応

してまいりたいと考えております。 

 続きまして、緊急通報装置の仕組みでございますが、ひとり暮らしの高齢者のお宅に装置を設置しまして、ボタン

を押していただく、もしくはペンダント型のボタンを押していただきまして、それが押されると委託先の業者につな

がりますので、その状況を把握して、近くの緊急連絡先であったり、状況に応じては救急車を呼ぶという仕組みにな

ってございます。 

 次に、福祉人材確保対策事業についてでございますが、今年度につきまして、当初予算から 12月に補正させていた

だいたということで、想定人数よりは多かったのかなというところで思っております。こちらにつきましても PRを重

ねていきたいと思っております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 どうもありがとうございます。1 点だけちょっと確認させてください。高齢者支援サービスの通報装置でございま

すけども、委託先の業者へ連絡となりますけども、その委託先の業者というのは、一元的に、例えばセコムさんだと

か 24時間フル対応できるようなところなのか、それともそれぞれの支援する事業所さんということになるのか、そこ

ら辺ちょっと確認させていただきたいと思います。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 
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工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。委託先の事業所につきましては 24時間対応という形になっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 2点お伺いいたします。予算書が 95ページ、附属資料が 8ページの障がい者地域生活支援給付事業について、一昨

年度の実績、それから令和 2年予算が昨年度と比べまして約 180万円の減となっておりますけれども、この理由はど

こにあるんでしょうか。昨年度の実績を含めて説明をお願いいたします。 

 あと 1点が、ひとり親家庭医療費助成事業、子ども医療費助成事業とありますけれども、予算書の 113ページ、附

属資料の 13ページですけれども、ひとり親家庭などの子どもの医療費の助成と、それから子ども医療費助成の内容、

大きな違いについて伺います。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 稲田委員のご質問にお答えをいたします。障がい者の地域生活支援事業についてでございますけども、地域生活支

援事業については、ヘルパーが付添い外出を支援する移動支援事業、施設において一時預かりや入浴を行う日中一時

支援事業、移動入浴車で居宅を訪問しまして入浴サービスを提供する訪問入浴サービスなどがございますが、ここ数

年の実績につきましては、移動支援事業の利用者数の減少に伴いまして、決算額としては減少傾向にございます。そ

の結果、来年度予算につきましても、過去 3か年の実績や見込まれる実利用者数、支給量等から積み上げによる積算

により予算措置となっておりまして、これが 180万円の減額というような形になってございます。ここ数年間の延べ

利用者人数からいきますと、移動支援については 860人程度、日中一時が 730人程度、訪問入浴は 29年度まではござ

いませんでしたが、昨年度 1桁の利用がございました。それと、現在は福祉ホーム事業をやっておりませんが、過去

には年間 10から 20名程度のご利用があったという状況でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 稲田委員のご質問にお答えいたします。ひとり親家庭等医療費助成と子ども医療費助成の違いは、助成対象者が異

なり、子ども医療費助成につきましては、当市については拡大しておりますので、中学生以下のお子さんが対象にな

ります。ひとり親家庭等医療費助成につきましては、一定の要件はありますが、認定を受けた場合、親の入院が対象、

子どもについては二十歳未満が対象という状況になっています。以上であります。 

 

川崎委員長 

 稲田委員。 
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稲田委員 

 先ほどの障がい者地域生活支援給付事業ですけれども、移動支援事業の利用者数の減少に伴いというお答えがござ

いましたけども、これはどういったことが原因になったか。多分障がい者の方は高齢者が多いですし、ひょっとした

ら増えているんではないかと思いますけれども、この原因はどこにありますでしょうか。それと、例えば年度途中で

何かがあってとても利用者が多くなったときはこの予算はどのようになるんでしょうか。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 再質問にお答えをいたします。移動支援につきましては減少しておりますけども、障がい者のサービスというのは、

地域生活支援事業に限らず、法に基づく障がい福祉サービスも様々なものがございます。対象者が増えましても利用

するサービスが変わってくれば、その中ではばらつきが当然出てくるので、高齢化等もあって移動支援事業について

は近年そういう傾向にあるんではないかと分析をしております。予算については、これまでの実績から予算措置を行

っておりますが、今申し上げましたように、サービスを利用される方の生活環境の変化ですとか障がいの重度化等に

より予定を上回る見込みが出た場合については補正予算等により対応していきたいと考えてございます。以上であり

ます。 

 

川崎委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 この件はよくわかりました。 

 では、ひとり親家庭などの子どもの医療費の助成と、子ども医療費助成の内容ということで先ほどお答えいただき

ましたけれども、子ども医療費の助成は中学生までですけれども、ひとり親のご家庭の場合は二十歳までということ

でしたけれども、年齢にして高校生に該当する方、それから 18歳から二十歳まで、これは何件ぐらいあったでしょう

か。 

 

川崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 稲田委員の再質問にお答えいたします。ひとり親家庭等医療費助成の受給者についてでありますけども、令和 2年

2月末における親の扶養となっている高校生相当学年の受給者数は 250人となっておりまして、19歳以上の親の扶養

となっているお子様につきましては 48人となっている状況であります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 青木委員。 
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青木委員 

 私からは 2点質問させていただきます。1点は地域福祉計画策定事業についてであります。予算書は 91ページ、附

属資料は 3ページであります。こちらの事業内容を見ますと、地域福祉計画策定事業ということで第 5期地域福祉計

画の策定を行うと、このように書いてございます。予算書を見ますと、経常予算のうち、ほぼ全額近い金額が委託料

ということになっておりますけども、この策定に当たってこれに支出する委託の内容についてお伺いをいたします。 

 もう 1点は、北海道障がい者スポーツ大会事業についてです。予算書は 99ページ、資料は 9ページになります。こ

ちらの事業内容を見ますと、全道最大規模の障がい者スポーツ大会の一環としてフットベースボールが当市で開催さ

れると、このように書いてございますけれども、このフットベースボールの大会の開催概要の詳細、もし現段階でお

わかりの部分があればお示しをいただきたいと思います。以上 2点お願いいたします。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 青木委員のご質問にお答えをいたします。まず地域福祉計画の策定事業でございますけれども、本事業につきまし

ては、社会福祉法に基づきまして、子ども、高齢者、障がい児者など全ての市民のための地域福祉づくりを目指し作

成するものでありまして、第 4期の計画が来年度で終了となるため、令和 3年度以降の第 5期の計画を策定する事業

となります。高齢者、障がい者、児童の福祉にはそれぞれの法に基づく計画がございますけれども、それらの計画を

包括いたしまして、その上で地域住民の参加促進に関する事項などが記載された計画となる予定でございます。予算

額の具体的な内容としましては、委託の部分でございますけれども、アンケート調査の集計・分析、計画書の作成、

あるいはそのアンケートの郵便料等が計上されているところでございます。この計画の策定に当たりましては、計画

検討委員会が来年度数回実施されるわけですけども、委託業者についてはその検討委員会にも参画していただきまし

て、いろんな補助をしていただくという形になります。 

 続きまして障がい者スポーツ大会の関係でございますけれども、本大会につきましては、身体障がい者及び知的障

がい者が参加する障がい者スポーツ大会でありまして、昭和 38年に苫小牧市において第 1回大会が開催されまして、

現在は振興局単位の複数の市町村が共同して持ち回りの開催をしてございます。令和 2 年度は第 58 回になるんです

けれども、石狩振興局管内ということになってございまして、本市における競技種目については、知的障がい者の競

技としてフットベースボールということで、10月に緑葉公園野球場での開催を予定してございます。今後、大会実行

委員会が組織されまして、開催に係る詳細が決定されるという状況になってございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 ありがとうございました。地域福祉計画策定事業につきましては理解をいたしました。 

 障がい者スポーツ大会が 10月に行われる、フットベースボール大会ですけども、この大会が実際に行われる上での

運営をする方々というのは具体的にはどういった方々が運営、またそういったお手伝いに当たることになるんでしょ

うか。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 
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奥山福祉課長 

 質問にお答えいたします。まずこの大会の主催ということになりますけれども、主催者は公益財団法人の北海道障

がい者スポーツ協会、それと北海道と開催地ということになってございまして、競技種目につきましては、陸上、車

椅子バスケットボール、サッカー、ソフトボール、フットベースボール等がございます。これを市町村で分担してや

っていくというような形になりますので、それぞれの競技において専門的な知識が必要になりますので、相当多くの

方にご協力をいただいて、大会を進めていくというような形になると思われます。ただ、本市についてはフットベー

スボールということで、どちらかというとこの競技の中でも少ないチーム数の参加が予定されておりまして、例年で

いきますと 4チーム、40名程度の参加ということになりますので、市の軟式野球連盟ですとか、そういうところに協

力を依頼して実施するということを考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、3点ほど伺います。一つ目が、社会福祉総務費としまして、避難行動要支援者対策事業、予算書 91ページに

なりますが、こちらの対策事業として、名簿の配付の拡充などをずっと求めてきていたんですけれども、現在のこの

名簿の配付の状況はどのようになっているか伺います。 

 また、新規 2事業につきましては、これまでほかの委員からも質問があって、それに対しての回答で大体わかりま

した。1 点だけ、地域福祉計画策定事業が、これまで 3 分野に分かれていたものを統括的な形でやっていくというイ

メージなのかなと思っていたんですけれども、そうすることでメリットというか、これまでよりも何がよくなるのか

というところについて伺いたいと思います。 

 二つ目が、障がい者日常生活用具給付事業ということで、こちら、私は高齢者への補聴器助成の実現ということで

ピンポイントで求めていきたいと思います。やはり認知症の予防の推進のために、こちら市独自の政策として進めて

いくべきではないかと思いますけれども、ちょっと予算とはかけ離れているかもしれませんけれども、見解を伺いま

す。 

 三つ目に、ひとり親家庭と子どもの医療費助成です。先ほど稲田委員からも質問がありましたが、こちらもこれま

で私たちのほうで拡充を求めてきました。子ども医療費助成の事業の拡充については代表質問でも山本議員のほうか

ら質問で、市としてはちょっと検討していないという残念な答えをいただいていましたので、これからも一般質問な

どで取上げていきたいと思っております。 

 質問のほうが、ひとり親家庭の医療費助成について、ちょっと質問いたします。こちら現在親の入院のみの助成と

なっておりますが、通院も拡大するべきではないか。やはりシングルの方たちからは、入院するよりも通院にかかる

ことが多いので、通院の費用の助成を出してほしいという声が届けられておりますので、そちらについての見解と、

また、通院まで拡大した場合はどれくらいの予算でできるのかというところをわかればお知らせいただきます。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 永井委員のご質問にお答えを申し上げます。まず避難行動要支援者の配付の状況でございますが、今年度の状況で

お知らせしますと、令和 2 年の 2 月末時点で、昨年度末 21 団体だったんですが 10 団体増加いたしまして 31 団体へ

名簿の提供を行っている状況でございます。 
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 次に、地域福祉計画の策定事業ですけども、地域福祉計画については今回新たに包括するということではなくて、

これまでも第 4期まで策定をしていたんですが、内容について、それぞれ高齢者、障がい者等は法律に基づいて細か

いところまで数値目標等も含めて計画を策定するんですが、地域福祉ですから非常に広い範囲で言われているんです

けども、最近よく言われているのは、犯罪を犯してしまった方の再犯の防止等についても、再犯防止計画というのも

組み込むような形になるんですが、それを地域福祉計画に位置づけている市町村も全国には出てきております。それ

と昨今言われております権利擁護の関係ですね。この関係につきましても、それぞれ高齢者、障がい者にもございま

すが、これを地域福祉として捉えて計画の中に盛り込むということも場合によっては検討しなければならないものと

いうふうに考えてございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 永井委員の質問にお答えいたします。まず、親の通院医療費助成の拡大につきましての見解でありますけども、本

市のひとり親家庭等医療費助成につきましては、北海道医療給付事業の助成基準に準拠しておりますので、現時点で

は市単独での助成拡大は考えていないところであります。 

 次に親の通院医療費を実施した場合の試算でありますけども、通院医療費に伴う助成は、近隣市では恵庭市が実施

しております。参考にいたしまして試算いたしますと、1,600万円ぐらいになる想定でおります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。補聴器についてでございます。本市における高齢者への日常生活用具の給付事業につきまして

は、現在防火用品に限った助成としているところでございまして、現在のところ対象品目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 

 永井委員。 

 

永井委員 

 それでは、まず、ひとり親家庭のほうなんですけれども、こちら先月、市議団の会派で、稚内のほうでひとり親の

入院、通院とも助成をしているということで視察に行ってきましたが、北広島よりも人口規模の少ない稚内市でも大

体予算ベースで 2,400万円から 2,500万円ぐらいで助成をしていると、決算ベースだと大体 2,200万円ぐらいになる

ということだったんですね。今お聞きしましたら、恵庭市を参考にということで、1,600 万円ぐらいで通院までも拡

大できるということですので、こちらはぜひ子育て世代への支援として取り組んでいっていただきたいと思います。

こちらはちょっと市長の見解も聞きたいので、留保いたします。 

 続きまして、高齢者への補聴器助成ですね。こちらは 65 歳以上で全国的にも 6 割近い方たちが高齢化に伴う難聴

を発症しているというデータが出ております。高齢化が進む北広島でも、かなりの割合で、声には上げられないけれ

ども、難聴でちょっと困難な生活を送っている高齢の方たちもいると思いますので、こちらのほうもぜひ市独自での

制度などを設けていただいて実施していただきたいと思います。こちらも今後一般質問などで引き続き取上げていき

たいと思います。 
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 最後に、避難行動要支援者対策に関してですが、団体数が増えていますけれども、理想としましては、やはり町内

会・自治会が全地域にわたってこの名簿を把握して、いざというときに要支援者への支援を行っていただくというか、

把握をして共有、自助、共助をしていっていただきたいと思いますけれども、大体めどとしてはどれぐらい、町内会・

自治会の了解を得るためには何年先までかかるとかいうところは福祉課のほうで押さえていますでしょうか。また、

ぜひ提供の充実をというところで求めていくんですけれども、その辺についてもしお考えがあればお知らせください。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 質問にお答えいたします。名簿の配付につきましては、個人情報に関する協定が必要となってございまして、市と

しては毎年自治会・町内会等にご依頼をしまして、少しずつではありますけれども協定数が増加してきている状況で

ございます。今後も引き続き協力要請をして、さらに名簿の配付について促進をしていきたい。一人一人についての

災害時の具体的な避難方法、現在一部の自治会・町内会の協力を得て個別計画の策定をしておりますので、それらに

ついても進めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 では私から質問をさせていただきます。当初 7項目質問を考えていたんですが、今の永井委員の質問とも重なるこ

とがありますので、4項目の質問と 3項目の要望に変えさせていただきます。 

 まず最初に障がい福祉サービス等の事業についてです。これは予算書 97ページ、附属資料 9ページです。障がい福

祉サービスには市も大きな予算組みの中で多岐にわたって、いろんな事業を行っているのは私も承知しております。

その中で重度障がい者、重度障がい児を介助している家族の精神的、肉体的負担を軽減するための施策の強化が求め

られています。そういった家族からは常時ショートステイを受けられることができる障がい者施設が欲しいという声

が寄せられています。その点についての市の考え方を伺います。 

 2 点目、障がい者日常生活用具給付等の事業。これは永井委員のほうでも質問されていたので要望ですが、ここの

中の附属資料 8ページの事業の内容にこううたわれています。身体障害者手帳の交付が受けられない軽度・中等度難

聴児の補聴器購入・修理費の給付を行う。これは子どもさんが対象ですけども、この規定を見れば障がいのサービス

の内容にはなっているんですが、障害者手帳を持っていないというのは障がいはあるけど障がい者認定は受けられて

いないというふうに考えられると思うんですね。そう考えるとこれを高齢者に適用することもまた市の努力次第では

拡大できるのではないかと思いますので、そこは今後ぜひ考えていただきたくて、これは要望いたします。 

 3 点目です。福祉人材確保対策事業、これは予算書 95 ページ、附属資料 10 ページです。令和 2 年度の予算におき

ましても元年度の 605万円から 810万円と 205万円予算が拡大されています。これは非常に喜ばしいことではありま

す。ただ、その一方で、今 65歳以上の高齢者の数が 5年後の 2025年には直近の数字、昨年の 3,588万人から全国で

90 万人増加することが予想されており、その後ピークを迎えると言われている 2040 年まで増え続けることが予想さ

れております。今回のこの令和 2年度の全体の市の予算において、私もこれはうれしいことなんですけど、保育士就

労促進事業の本当に大きな予算化というのが非常に喜ばしいんですが、逆にこの福祉人材確保対策事業もこれと同等

規模ぐらいの対策が今後必要だと思いますが、これについての市の見解を伺います。 

 次に 4点目です。予算書 93ページ、附属資料 10ページです。ミニデイサービス支援事業におきまして、令和 2年



R2.3.5【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

 

42 

 

度の予算におきまして予算が前年度から見ると 220万 8千円から 216万円と微減しております。このことを含めまし

てミニデイサービス支援に対する市の考え方と今後の見通しについてお尋ねします。 

 5点目です。避難行動要支援者対策事業、これは先ほど永井委員のほうからも質問がありましたので、要望として、

避難行動要支援者の支援が行き届くように、名簿の提供も少しずつ進んでいるのが理解できていますが、今後より一

層防災担当と連携を図り支援体制の強化に取り組んでいただけるよう要望いたします。これは要望です。 

 6 点目、ひとり親家庭等医療費助成事業です。これも永井委員と質問が重なりましたので、要望です。先ほど恵庭

市のこと、それから永井委員も稚内市のことも例を出されましたが、ほかにも北斗市とか、北海道では帯広市でも同

様の制度が実施されております。ほかの県でもそうなんですけど、入院医療費を制度として認めないと、どうしても

通院を抑制というか、お金がかかるということで気持ちの中で抑制を図ると思うんですね。そうすると最終的に悪化

して、そして重症化して入院ということになれば、医療費の拡大というのは、そこまで私はないと考えます。ですか

ら、この部分におきましてもぜひ今後検討していただくように要望いたします。 

 最後 7点目です。生活保護等支給事業にお聞きします。これは予算書 115ページ、附属資料 13ページです。これに

つきましては直近 3年間の生活保護申請件数と支給決定件数についてお尋ねします。以上よろしくお願いいたします。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 人見委員のご質問にお答えをいたします。まず障がい福祉サービスの関係でございますけども、ショートステイの

関係は代表質問でもご質問がございましたけれども、全国的にも看護師の配置などが課題となっている状況でありま

す。来年度、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の短期入所支援を含めた課題の対応につきましては、障がい者

自立支援協議会を活用いたしまして検討を実施してまいりたいと考えてございます。 

 次に、生活保護の関係ですが、直近の 3か年ということでございますけれども、申請件数につきましては、平成 28

年度が 60件、29年度が 64件、30年度が 78件となってございます。これに伴いまして、決定件数につきましては、

28年度が 58件、29年度が 67件、30年度が 76件となってございます。なお、数字につきましてはシステムでの集計

値となっておりまして、生活保護の申請日と決定日の年度が異なっている場合もございますので、申請件数より決定

件数のほうが多くなっている年度もございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。初めに福祉人材確保対策事業についてでございます。就労支援金につきましては制度開始から

約 1年半が経過したところであり、現在のところ現制度を引き続き実施してまいりたいと考えておりますが、本制度

が福祉人材の確保に効果的なものとなるよう、今後も事業所等との連携に努めてまいりたいと考えております。 

 続きましてミニデイサービス支援事業でございます。本事業につきましては介護予防に貢献いただくボランティア

の活動の支援に主眼を置いた助成制度となっており、介護予防、認知症予防や心身機能の維持向上を図る多種多様な

取組、高齢者の居場所づくりを目的としております。今後も持続可能な助成制度とするため、今年度から新たな助成

基準を設けたところであり、今年度の実績を踏まえ、新年度予算を計上した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。 
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人見委員 

 では再質問をいたします。まず障がい福祉サービス事業についてですが、これは要望にします。障がい者施設と連

携をとりながら受入場所の確保であるとか施設の拡大、それから人材の育成も市も一緒に一丸となってこれに対して

取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 続きまして、福祉人材確保対策事業におきましては、この問題におきましては、これも要望ですけども、今福祉の

現場というのは、実は介護従事者が増えていない実態があります。それに対して高齢者が非常に増えてきていると。

ですから、これは市というか国としてもそうなんですけど、喫緊のこれはもう状況なので、ぜひ来年度以降の予算の

中ででも大きな打ち出しをお願いしたいと思っております。 

 3 点目、ミニデイサービスの支援事業について、これも要望します。ミニデイサービスというのも、市民活動の支

援、先ほどお話がありましたけども、生きがいの構築、健康寿命の延伸のための予防介護の観点からも、ぜひこれは

民間の力をかりたミニデイサービスを、もう少し捉える視線を変えながらでも、とても重要な事業だと思っています

ので、今後もより支援を広げていただきますよう要望いたします。 

 最後に生活保護の生活保護費など支給事業についてです。これは再質問いたします。生活保護申請時の相談は以前

は窓口で行われていたと認識しております。お金に関わる相談や申請は、どうしてもこれは人の目が気になるもので、

プライバシーを保護する必要があると思われます。現在の申請時の環境と申請の受理のスピードについてお尋ねしま

す。また、併せて就学援助の認定基準は変わらないでそのまま継続されるのかについてもお尋ねいたします。 

 

川崎委員長 

 人見委員にちょっとお聞きしたいんですが、今、来年度予算の審査をしているんですけども、要望というのは、い

わゆる応援をするための要望なのか、それとも異論があるんであれば修正案を出すとかあるんですけども、どっちの

ほうに捉えたらいいんですか。 

 

人見委員 

 要望に対しての回答はよろしいです。 

 

川崎委員長 

 そうですか。 

 

三上保健福祉部長 

 最後の就学援助の話は教育委員会のほうになるので、こちらではお答えが。 

 

川崎委員長 

 私も最後ちょっと聞いていなかったんだけど。 

 

人見委員 

 最後の就学援助の話は、すみません。 

 

川崎委員長 

 そうですか。じゃあ、お願いします。 

 奥山福祉課長。 
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奥山福祉課長 

 それでは、私のほうから生活保護の再質問にお答えをいたします。相談ということでございますけれども、委員の

おっしゃるとおり、非常にナイーブなところもございます。これまでも必要に応じて個別の相談室にて受けている状

況でありまして、プライバシーに配慮した相談しやすい環境に努めておりますし、現在は庁舎も新しくなって、そう

いう部屋もございますので、基本は個室でなるべく相談を受けるようにということで対応してまいりたいと考えてご

ざいます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 いくつか質問いたしますのでよろしくお願いします。社会福祉等団体活動支援事業について質問します。予算書 91

ページ、資料は 3ページです。民生委員、児童委員、保護司などの資質向上、あと活動に関する補助金の交付という

ふうに予算の説明であるんですけれども、新年度予算が減額になっている理由について説明をお願いします。 

 次に、働きづらさを抱える方への支援事業については、木村委員からの質疑で理解いたしましたので取下げます。 

 次に、障がい者コミュニケーション事業について質問します。予算書 97ページ、附属資料は 8ページです。聴覚・

言語・視覚障がい者の方たちが日常生活を円滑に行えるように、意思疎通の支援者の派遣や点字、声の広報などの発

行を行うということで予算が計上されているんですけれども、この意思疎通支援者の方たちの支援内容はどのように

行われているのか伺います。また、支援者の養成に当たっては、講座や研修などどのように行われていくのかお伺い

します。それから、手話通訳の方たち以外の、例えば視覚障がいのある方へのガイドヘルパーの支援者の養成はどの

ように実施されているのか、併せて伺います。 

 次に、障がい福祉サービス事業です。予算書 97ページ、資料は 9ページです。市内にある児童デイサービス事業所

の開設状況について伺います。近年の開設の推移をお伺いします。あと、新年度に向けて新規開設の予定についてど

のように把握しているのか、併せて教えてください。 

 次に、障がい者等交通費助成についてですが、予算書 97ページ、資料は 8ページです。こちらの助成額について、

タクシーチケットやガソリンチケットが申請により交付されているということは承知していますが、昨年度、消費税

増税の前後に各交通機関の運賃が増額改定されています。交通費助成金額の交付チケットの金額の増額の検討は行わ

れたのかお伺いします。 

 次に、障がい支援計画策定事業についてです。予算書 97ページ、資料は 8ページです。委託費としての計上がある

んですけれども、この内容の詳細について伺います。ニーズ調査といいますかアンケート調査は行われるのでしょう

か、お伺いします。以上です。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 鶴谷委員のご質問にお答えをいたします。ご質問がたくさんありましたので、ちょっと中で漏れているのがあれば

ご指摘いただきたいと思います。 

 まず社会福祉団体等活動支援事業の減額の関係でございますけれども、予算額が減額となった主な要因といたしま

しては、昨年度は北広島市の社会福祉協議会交付金について、エルフィンビルへの移転に伴う備品の整備費、これが

約 2千万円ほど減額になっている予算措置ということになります。 
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 続きまして障がい者のコミュニケーションの関係でございますが、まず支援内容あるいは研修の状況でございます

けれども、聴覚障がい者への支援につきましては、市に専任手話通訳者を配置するとともに、登録派遣手話通訳者、

要約筆記者により日常生活の様々な場面において支援を実施している状況でございます。視覚障がい者の方への支援

については、障がい福祉サービスにおける同行援護により外出時の支援を実施するとともに市内の点訳などの各種ボ

ランティア団体の協力もいただきながら支援を実施してございます。養成の関係でございますが、手話につきまして

は社会福祉協議会に委託をしておりまして、年間 50を超える養成講座等を実施しており、そのほかにも要約筆記の養

成講座、朗読ボランティアの養成講座につきましても市が毎年実施をしてございます。また、視覚障がい者への同行

援護支援者につきましては、北海道におきましてその資格取得に必要な研修を実施している状況でございます。 

 次に障がい福祉サービスの関係でございますけれども、児童福祉法に基づく障がい児の通所支援につきましては、

児童発達支援と放課後等デイサービス事業がございますが、平成 25 年 4 月段階で 8 事業所だったものが、少しずつ

増加しておりまして、令和元年の 4月には 25ということになってございます。それと直近の状況でございますが、事

業所の指定は北海道でございますけれども、本年 4月の指定に向けた事業所が 1か所あると把握をしてございます。 

 続きまして交通費助成の関係でございますが、この事業につきましては重度の障がい者の行動範囲の拡大や社会参

加の促進などを目的として実施してございます。助成額あるいは対象者につきましては近隣市においても様々な状況

となってございまして、事業内容については今後もいろいろな角度から調査研究してまいりますけれども、現状増額

は考えていないところでございます。 

 最後に支援計画の関係でございますが、まず委託内容につきましては、各種、国、北海道、本市の関連資料の分析

等をしていただきましてアンケート調査を実施する予定になってございますので、これの集計、分析、関係団体のヒ

アリング、諸計画検討委員会への参加をしていただくということで考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 ご答弁ありがとうございます。再質問させていただきます。 

 まず障がい福祉団体等支援事業についてなんですが、エルフィンビルへの移転の予算の分が減額になったものとい

うことで理解いたしました。1 点確認なんですけれども、これ以外のところで、民生委員さん等の研修の部分での予

算の減額というのは対象にはなっていないのかどうか確認させてください。 

 次に障がい者コミュニケーション事業についてなんですけれども、様々な研修や講座に取り組まれるということで

新年度もよろしくお願いいたします。再質問なんですけれども、障がい者といいますと、やはり手帳を持つ申請をし

て、審査を受けて手帳を持つということでサービスが受けられますが、視覚障がいの方たちからお話をいろいろ聞く

機会がありまして、その中で、やはり片目だけ見えないという方は障がい認定にならないという実態があったり、加

齢とともに白内障の目の病気など、手帳の認定や手帳交付に至らなくても生活にすごく重要な見ること聞こえること

ということに関して衰える高齢の方も多いと思います。私たちもいつかはそこをたどっていくときが来るものと考え

ますが、意思疎通者の支援者の養成も必要なんですけれども、専門知識やライセンスにとらわれないで、周りに手助

けしたいという気持ちで声をかける方が増えてもらえたらとおっしゃっていました。今お話ししたように、視力、聴

力等の機能が衰えている方々の存在について理解をさらに広めていくことが求められています。近年ではヘルプマー

クというものが配布されて、その認知も広がっているものと思いますが、それも有効だと思いますし、啓発も引き続

き努めていただきたいと思いますが、そういう方の理解を広めるための、障がいのある方またはそういう方たちがい

るということの助け合いの考え方を広めるという視点で市の考え方をお伺いしたいと思います。 

 障がい福祉サービス事業についてです。児童デイサービスが新年度は 1事業所開設の予定があるということがわか

りました。そしてこの事業所、25 事業所が 26 事業所になるということなんですけども、現時点でこちらの児童デイ
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を利用可能となる対象年齢等を確認させてください。それと年代別といいますか利用人数の実態も教えていただきた

いと思います。 

 障がい者等交通費の助成については、増額の検討は今はされていないということでしたが、外出の機会の確保とい

う視点で今後はまた運賃の増額改定など考えられますので、状況に応じて検討を進めていただきたいということ、こ

れは要望として申し上げます。 

 障がい支援計画策定事業についての再質問です。ヒアリングや計画検討の委員会が開かれたり、あとアンケート調

査も行われるということだったんですけれども、アンケートを実施する対象というのはどのように検討しているので

しょうか、お伺いします。 

  

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 再質問にお答えをいたします。まず団体等の支援事業の関係でございますけれども、予算減の部分でございますが、

大きい部分では社協の備品の 2千万円ということでお話しさせていただきましたが、そのほかにも、委員おっしゃら

れた民生委員の部分につきましては、今年度が道外研修、来年度は道内研修という位置づけになってございまして、

これに係る旅費が約 290万円程度、減額を行っている状況でございます。 

 続きましてコミュニケーション事業の関係でございますが、障がいに対する理解を深める取組ということでござい

ますが、障がい理解につきましてはいろんな障がい種別もございますし程度もございますので、あらゆる機会あらゆ

る手段で理解を求めていかなければならないと感じているところでございましたけれども、まず、委員のおっしゃっ

たヘルプマークの取組につきましては、本市もこれまでもあらゆる機会を通じてその周知等を行っているところでご

ざいます。 

 次に、理解という部分でございますけれども、来年度支援計画の策定に当たりましては、アンケート調査を実施す

る予定になってございまして、前回からこの調査は一般市民の方も対象としているところでございますので、障がい

理解という部分も意識しながら行ってまいりたいと考えてございます。 

 次に児童デイサービスの関係でございますが、まず利用者の年齢構成の部分につきましては、本年の 1月の利用で

ございますけれども、約 250名程度利用者がいらっしゃいまして、内訳としては未就学児が 100名の 40％、就学児に

ついては 150名程度の 60％ということになってございます。利用可能な年齢につきましては、児発と就学前の児童デ

イにつきましては 18歳まで、学齢児については 18歳からということになってございます。 

 最後に支援計画のアンケートの対象年齢でございますけれども、前回は、20歳以上ということで一般市民の方 700

名を対象としてアンケート調査を実施したところでございますが、来年度実施するアンケート調査の年齢については

今後の議論になってくるのかなというふうに考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 最後の障がい支援計画策定事業について再質問いたします。障がいのある方への理解を広めるというのは前の質問

のところでも確認させてもらったんですけれども、2 月に議員会の主催で高校生との対話集会を開催しました折に、

様々に高校生の皆さんと意見交換した中で、発言の中に、多くの生徒たちが、北広島のイメージとして、福祉のまち

ですとか、障がいのある人に優しいまちという発言が私の記憶に残っております。障がいのある方への理解を広める

という視点は、これまで成人以上の方の調査が行われていましたけども、やはり若い世代の方たち、高校生、内容の



R2.3.5【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

 

47 

 

検討が必要かもしれませんけれども、中高生世代に拡大することを検討してはどうかと提案いたします。新年度予算

では青木委員が質問された地域福祉計画の策定事業も行われて、そちらでも調査が行われるということだったんです

けれども、福祉に関して、次を担っていく世代にも広めるという視点で、対象年代の拡大の検討をお願いしたいと思

いますが、見解をお伺いします。 

 それともう 1点なんですけども、アンケートを実施するに当たって、これまでの項目にあったかどうか私も近年の

調査結果を一つしか確認していないんですけれども、昨今、台風や地震の際に障がいのある方たちへの安否確認につ

いて話題になっています。当事者の方や家族、あと若い世代に対しても行うということであれば、これまでの災害の

ときに声かけがありましたかですとか、どういう方から声かけがあると安心できますかとか、当事者の方の声を聞く

調査の機会ですので、そういう設問も盛り込むことを検討していただきたいなと思いますが、そちらについての見解

もお伺いします。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 

 

奥山福祉課長 

 再質問にお答えをいたします。アンケート調査の年齢に関係する部分につきましては、前回は 20歳以上ということ

になってございましたが、来年度策定作業に入る部分につきましては検討委員会の委員の皆様のご議論も必要でござ

いますので、委員おっしゃられました対象の年齢ですとか災害時の関係は現在の支援計画の中でも重要だということ

で位置づけられておりますけども、今お話のあったことも含めまして議論をさせていただいて進めてまいりたいと考

えてございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 簡潔に 3点お聞きいたします。生活困窮者自立支援事業、91ページ。これはきたひろ塾と書いてありますがチャレ

ンジ学習塾の間違いで、ここに通っている卒業生、今の 3 年生ですね、3 年生の人数は何人なのか、また 4 月からの

新入生の見込み数はどの程度なのかお聞きをします。 

 2 点目、ふれあい温泉事業、93 ページ。令和 2 年度 4 月以降に新たに 65 歳に達する方がふれあい温泉事業の対象

になりますが、この 65歳に達する人数はどの程度なのか。それから、ふれあい温泉の利用見込み数は先ほど答弁あり

ました。これは要りません。それから、この制度は今 300円自己負担ですけど、利用者からは市内のふれあい温泉の

事業所で入浴料金が上がっているようだと。今実態はどうなっているのかお聞きをいたします。 

 三つ目、福祉バス運行事業、95ページ。まず、令和元年度の利用実態はどうだったか。それから、利用者の声とし

て、バスの帰着時間が 17時ということで、もう市もご承知のとおり、老人クラブ、各種団体の福祉バスの旅行が 1泊

というのがだんだん行われなくなり、基本日帰りです。日帰りになると、やはり旅行ですから、市外にいくと 5時ま

でに戻ってくるとなると午後の 2時とか 3時とか、そんな時間に現地を出発しないと 5時には戻ってこられない。そ

んな中でもう 1時間程度延ばしてもらえると運行スケジュールが組みやすくなると、そんな声もあります。こんな声

が市のほうに来ているのかどうか、またこういう時間延長というのは市として検討しているのかどうかお聞きします。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 
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奥山福祉課長 

 藤田委員のご質問にお答えをいたします。まず学習支援事業の関係でございますが、今年度の卒業生は 12名という

ことになってございます。新入生の見込みについては毎年募集をかけますが、例年の申し込みからいくと 15名前後の

新入生の見込みということで現在のところ考えてございます。 

 それと福祉バスの関係でございますが、令和元年度については、実績という部分ではまだ出ておりませんので、こ

こ 3年間ぐらいでいきますと、平成 28年度が 9,008人、29年度が 9,419名、30年度は 8,885人となってございます。

台数につきましては、平成 28年度が 367台、29年度も 367台、30年度も 368台となってございます。今年度及び令

和 2年度についても、大体そのような状況になるのではないかと考えているところでございます。 

 それと運行の時間の関係につきましてですが、これにつきましても過去にもご質問等いただいた経緯もございます。

まず現行の運行時間につきましては、事故などが起こった場合に市職員が迅速に対応できることなどを考慮しまして、

午前 8時から 5時までとなってございます。それと、以前ご質問等もございまして、この事業について事業者とも協

議をした経過がございますが、運転手は現在は 1名の乗務となってございまして、事業者においては運転手の勤務時

間を週 40時間ということで設定をしているところであります。当然運行時間はこの時間帯でございますが、その前後

に点検とかそういうこともございますので、これが時間を拡大した場合という部分についてはやはり運転手が 2名必

要だということで、この部分について相当の事業費が増額するということになります。これらのことから、検討はい

たしましたけども、運行時間の延長につきましては現行なかなか難しいと考えてございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。ふれあい温泉事業についてでございます。初めに令和 2 年度中に 65 歳に到達する方の人数に

つきましては 860名程度の見込みでございます。次に、ふれあい温泉事業の対象 3施設の入浴料金につきましては現

在 700円から 800円となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問を 2点します。まずチャレンジ学習塾に関しては、現在エルフィンビル、駅前に移りました。あそこの福祉

センター、社協の部屋を使っていると思いますが、今後もあそこ 1か所でいくのか、将来的には大曲とか、西の里と

か地域にも教室をつくる考えがあるのかないのかお聞きします。 

 それからふれあい温泉事業。今課長から言いましたように、700 円から 800 円ということで、当初ふれあい温泉事

業が以前は 100円の負担で年間 10回、それを年間 12回に増やしますよというときに制度改正で 300円、その代わり

市も半分持ちますよという、たしか制度設計だと思います。あれから数年いたしまして、事業者が値上げするのは事

業者の都合があると思いますが、当時の半分ずつ負担というものが今実際崩れちゃっている。そういうことからいけ

ば、いわゆる半額補助という当時の制度設計を見直す時期に来ているんじゃないかと思うんですが、見解を伺います。 

 

川崎委員長 

 奥山福祉課長。 
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奥山福祉課長 

 質問にお答えをいたします。まず学習支援事業の実施場所につきましては、来年度もエルフィンビルということで

考えてございますが、拡大というところは、やはり支援員の登録者あるいは実施場所の確保の課題がありまして現状

難しいと考えてございます。しかしながら、本事業のほかにも来年度子育て支援部あるいは教育委員会で新たな助成

制度等の実施を予定しておりますので、適宜学習支援利用の子どもたちにもそのような情報の提供を行うなどして支

援を行ってまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。ふれあい温泉事業の制度の見直しについてでございますが、入浴料金のこともありますし、ま

た高齢者のニーズにも多様化が見られまして、ここ数年利用者数が減少しているという状況でございます。令和 3年

度からの高齢者保健福祉計画・第 8期介護保険事業計画の策定過程において、これまで実施している既存の事業も含

め、総合的に検証しなければならない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 

 このふれあい温泉事業に関しては市長の見解を改めて伺いたいと思います。留保します。 

 

川崎委員長 

 以上で保健福祉部所管の民生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 2時 14分 

再 開  午後 2時 15分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に衛生費のうち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。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 では予防接種推進事業についてお尋ねします。これは予算書が 119ページで附属資料が 1ページです。このロタウ

イルスワクチンの予防接種を始めるに当たりまして、厚労省が新たに定期接種の対象と決めたワクチンと聞いており

ます。このワクチンの種類は、種類によって 2回から 3回接種する必要があると理解しております。それでこのワク

チンは比較的高価とのことですけども、今回のこの事業におきまして令和 2年度における予算規模はどのぐらいなの

かお尋ねします。 
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川崎委員長 

 遠藤健康推進課長。 

 

遠藤健康推進課長 

 人見委員のご質問にお答えいたします。ロタウイルスワクチンに係る予算についてでありますが、ほとんどが医療

機関への委託料となっておりますが、そのほかに予診票の印刷代、システム改修費などを合わせまして総額 720万円

を見込んでおります。ワクチンは 2種類ありますが、総額はどちらもほぼ同じような金額になりまして、ロタリック

ス 2回、ロタテック 3回の場合でそれぞれ総額 3万 1千円前後であります。その金額を単価として予算の積算をして

いるところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 このワクチンは乳幼児期に 2回から 3回ワクチンを接種するということですけども、小さなお子様の健康状態に影

響を及ぼさないものなのかどうか、そこだけお尋ねします。 

 

川崎委員長 

 遠藤健康推進課長。 

 

遠藤健康推進課長 

 お答え申し上げます。安全性ということですが、このワクチンにつきましては、既に任意接種ということで医療機

関で接種がされております。その中で安全性が確保されたということで、このたび定期接種になったものと認識して

いるところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 いくつかお伺いいたします。健康づくり計画策定事業です。予算書 117ページ、資料は 1ページです。保健福祉関

連委託ということで記載があります。委託の詳細について確認いたします。 

 次に健康づくり啓発事業について伺います。予算書 117ページ、資料 1ページです。こちらの健康づくり推進員に

ついて、何人登録されていて、次年度の活動内容、また養成講座の内容についても説明をお願いします。 

 次に妊産婦保健推進事業です。予算書 119ページ、資料は 2ページです。産後ケア事業が取り組まれるということ

で、これまでの一般質問でいろいろ今年度のスタートに向けて確認させていただいたところだったんですけれども、

利用料金委託のこの間の経過について確認いたします。また、新年度の予算に向けてこの利用見込み件数をどのよう

に積算されたのか、併せてお伺いします。 

 食育推進事業です。予算が若干減っているんですけれども、この理由についてお伺いします。また、食育というの

は健康づくり啓発の観点でも取組を連携していけるのではないかと考えますが、こちらについての見解を併せてお伺

いします。 
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 次にフッ化物洗口推進事業です。予算書 121ページ、資料は 2ページです。予算が減少していることの理由につい

て伺います。また、このフッ化物洗口、小学校などで行われていますが、実施を希望する園児数、児童数の状況につ

いて説明をお願いします。以上です。 

 

川崎委員長 

 遠藤健康推進課長。 

 

遠藤健康推進課長 

 鶴谷委員のご質問にお答えします。まず初めに健康づくり計画についてでありますが、本市の健康づくり計画につ

きましては、来年度において令和 3年度から 6か年を計画期間とする第 5次の計画を策定することとしておりまして、

策定に当たりましては費用削減を図るために福祉課所管の地域福祉計画と同一の事業者に委託することとしておりま

す。委託業務の内容につきましては、策定に必要な調査・分析、その結果を踏まえた計画書の策定などとなっており

まして、委託料としましては 331万 7千円を計上しているところであります。 

 続きまして、健康づくり推進員の活動内容についてでありますが、この推進員につきましては、自らが健康づくり

を学び、実践するとともに、地域の方に健康づくりの大切さを広める担い手として活動を行っている市民ボランティ

アであります。本年度の事業内容につきましては、市が主催する健康情報展ですとか、正しい歩き方教室などを予定

しております。養成講座につきましては 7日間の日程で実施しておりまして、本年度につきましては、有識者による

健康寿命延伸についての講話ですとか生活習慣病予防講演会などのほか、市の保健師ですとか管理栄養士などを講師

としまして、栄養、運動、口腔ケア、認知症、介護予防など幅広いカリキュラムで実施をしているところであります。 

 次に産後ケア事業についてでありますが、本年 2月 1日で北海道助産師会と委託契約を締結したところであり、利

用料金ですとか委託料につきましては、近隣市町の先行事例を参考にしまして北海道助産師会と協議を行い決定をし

たものであります。令和 2年度の予定につきましては、年間で日帰り型 24回、宿泊型 18泊を見込んでおります。 

 次に、食育推進事業についてでありますが、予算減の理由につきましては、事業内容には、本年度と同様に食育講

演会と食育懇親会の開催を予定しておりますが、本年度の予算執行状況を考慮しまして若干講師謝礼ですとか消耗品

などの予算を減額しているところであります。本事業に関する連携ということですけれども、この予算に関しては、

食育講演会ですとか食育懇談会のみの予算計上となっておりますが、この事業に関しましては、健康推進課もそうで

すけれども、他課におきましても、例えば地産地消ですとか食品ロスの取組ですとか、あるいは保育園とか学校での

取組など、市が一丸となって取り組んでいるところであります。 

 次にフッ化物洗口の予算減の理由ということですが、これにつきましても事業内容は本年度と同様の内容を予定し

ておりますが、対象となる児童や園児数の減少、本年度の予算執行状況などを考慮しまして予算を減額したところで

あります。 

 次に、洗口を希望している園児、児童数の状況ですが、この事業につきましては平成 28年度から実施しております

が、保育園におきましてはほぼ横ばい、小学校につきましては児童数の減少とともに実施者数も減っております。具

体的な数字ですが、保育園では令和元年度で実施した方が 98人、小学校では 2,481人となっております。以上であり

ます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 産後ケア事業について再質問いたします。新年度に向けて既に 2月 1日に契約してスタートしているというところ

なんですけれども、この産後ケア事業、これまでもいろいろ提案や意見をお伝えしてきていますが、やはりケアが必
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要な状況の子育て世代にきちんと情報が届いて、スムーズに利用につなげてこそと考えます。市内のこういった子育

て支援や、あと民生委員さんなどへの子育て家庭を見守る活動に取り組まれている事業所や団体さんへの情報提供や

周知も行っていただきたいと考えますが、どのように行っていく予定かお伺いします。 

 それから食育推進事業についてなんですけれども、再質問ではなく、今後の検討の要望としてお伝えしたいと思い

ます。食育推進事業、これまでも大きな予算はついていないんですけれども、やはり食育は生きていく上で大事な大

切なことだと思いますので、市内には飲食店をはじめ食を大切に取り組む、そういう視点を大切に持って取り組む事

業者さん、食品製造に関わる企業さんとかもたくさんあるかと思います。そうした団体や事業者さんとも連携してい

く可能性があるのではないかと私は考えています。例えばなんですけれども、今はお休みしていますけれども、5 階

にはカフェがあって、こちらで食事をした場合、カロリーの表示や、またここで昼食などをとった後、こういうもの

を摂取すると健康面で栄養が満たされるというか、そういう助言をポップのように掲示したりですとか、予算をかけ

なくても関係部署と関係団体とも事業者さんとも連携をしていくことで、それこそ遠藤課長がおっしゃったように、

一丸となった食育や健康増進の取組となっていくのでは、そういうことも考えていけるのではないかということを検

討していただきたいと思います。こちらは要望としてお伝えします。 

 それと最後にフッ化物洗口推進事業についてなんですけれども、これまで実施してきた中で、うがいの洗口の薬品

や運搬の過程、また子どもがうがいする際に間違って飲み込んでしまったなどのアクシデントやヒヤリハットの事案

の発生についてどのように把握されているでしょうか、お伺いします。また、子どもたちの虫歯の発生状況、増えた

減ったという本数の把握は、学校での歯科健診が行われているかと思いますので把握することができるかと思うんで

すけれども、どういうふうに把握できるのかお伺いします。 

 

川崎委員長 

 遠藤健康推進課長。 

 

遠藤健康推進課長 

 再質問にお答えいたします。まず産後ケア事業の周知についてでありますが、産後ケア事業につきましては対象が

妊産婦ですので、広報紙、ホームページはもちろんですが、母子健康手帳交付時ですとか出生届出時、あるいは保健

師による赤ちゃん訪問時などに節目節目で十分な周知を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、フッ化物洗口のトラブル等についてでありますが、園児がうがいの際に誤飲するなどのケースは数例あると

聞いておりますが、フッ化物洗口液につきましては、仮に 1回分の量を全て飲み込んだとしても急性中毒を起こさな

い濃度に調整されており、健康上の問題は起こらないものとされております。あと、運搬時のアクシデントですとか

健康被害を生じるほかの事例につきましては、これまで報告は受けていないところであります。 

 次に、フッ化物洗口の虫歯予防効果のデータ把握についてでありますが、虫歯の本数につきましては学校保健統計

調査によりまして 3 年に 1 度、市のデータが公表されます。そのデータでは 12 歳児の 1 人当たりの虫歯の本数につ

きましては、平成 23 年度が 2.5 本、平成 26 年度が 2.1 本、平成 29 年度が 1.2 本と年々減っている状況であると把

握しております。これらの結果が全てフッ化物洗口によるものであるとは言い切れませんが、フッ化物洗口による虫

歯予防の効果はあるものと認識をしているところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 最後に、フッ化物洗口推進事業について今ご回答いただきました。事業の導入のとき、こちらを市で始めるという

ときには各保育施設や小学校で各学校ごとに丁寧な説明会が実施されていました。現在では縮小されている状況があ
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ると伺っています。そして保護者の参加も少ない傾向にあるというところで、この事業はやっぱり学校で取り組む子

どものための虫歯予防事業というところで、なかなかそれを取り組むに当たってのどういうふうに判断するのがいい

のかというところが薄れてきているような印象が私はあるんですけれども、説明会を実施して参集することがなかな

か効率的に難しいのであれば、保護者に対してこのフッ化物洗口を実施するしないの判断をするための情報提供をし

っかりしていただきたいと考えます。効果もそうですが、それと併せて飲み込んだ場合のリスクのこと、あと過去に

私も一般質問で提案してきましたが、薬品の添付書の写しを一緒に配付するなど、保護者の方が判断できる情報提供

を丁寧に行っていただきたい。こちらを 1点要望として申し上げて質問を終わります。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 では簡潔に 3点お聞きいたします。救急医療推進事業、117ページ。これは、予算そのものとちょっと違いますが、

確認の意味でお聞きします。エルフィンビルに移転した夜間急病センターでありますが、夜間は建物や敷地内に夜間

急病センターのいわゆる夜間用の照明看板、私が見たところはないと思うんですが、診察に来る利用者の不便はない

のか、実態はどうなっているのか、まずお聞きします。 

 2 点目、予防接種推進事業、119 ページ。昨年から 40 歳から 57 歳まで、昨年は 39 歳から 56 歳だったので 1 歳上

がりましたね。この男性の風疹対策、これが国でも思ったほど進んでいないということで、まず令和元年度の実績と、

それから令和 2年度の新年度はどう市として受診率を上げていく対策をとるのかお聞きします。 

 最後にがん検診推進事業、119 ページ。市内での土曜、日曜のがん検診の状況と、それから令和 2 年度の受診者向

上への取組はどのようなことを考えているのかお聞きします。 

 

川崎委員長 

 遠藤健康推進課長。 

 

遠藤健康推進課長 

 藤田委員のご質問にお答えいたします。まず初めに、夜間急病センターについてでありますが、日中はちょっとわ

かりづらいのかもしれませんが、北進通側の建物外壁に「夜間急病センター」という文字がかかっておりまして、夜

間にその文字が光る形になっております。また、救急車両の入り口に赤色回転灯も設置しておりますので、ある程度

夜間の視認性については確保できているものと考えております。 

 続きまして、風疹対策ですが、令和元年度におきましては、対象者の 14.7％である 422名が抗体検査を受けられま

して、うち 77 名が予防接種を行っております。国の風疹対策は対象者を段階的に広げて 3 か年で実施していく計画

となっておりますが、1 年目の本年度が受診率が低迷しているということで、来年度も再勧奨を行うよう国から通知

がありまして、本市におきましては本年度の対象者を含めて全対象者に無料クーポン券を送付しまして、同封の文書

等により啓発を行っていきたいと考えております。 

 最後に土曜日、日曜日のがん検診の状況ですが、土曜日の乳がん・子宮がん検診、これは集団検診となっており、

受診者数は 100名、日曜日の乳がん検診、これは北広病院でやっている検診ですが、こちらにつきましては 27名とな

っております。受診率向上の取組ということですが、これにつきましては本年度と同様に広報ですとかホームページ、

町内回覧板、チラシ等を利用して勧奨を行ってまいりたいと考えております。以上であります。 
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川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 では 1 点だけ再質問。夜間急病センターですけど、1 日の診察は恐らく数件だと思うんですけど、実際のところ。

実際市外から来る方というのか、長沼だとか市外から夜間急病センターに来て診察を受けているという方は年間でい

るのかどうか。 

 それから、今課長が言った北進通、確かに壁にあって夜間光るかもわからないんですけど、あれに対して見づらい

とか、どこにあるんですかみたいな問合せというのは市及び急病センターに入っていなかったかどうかはどうでしょ

う。 

 

川崎委員長 

 遠藤健康推進課長。 

 

遠藤健康推進課長 

 再質問にお答えします。近隣からの受診ということですけれども、数字は把握しておりませんけれども、近隣市町

からは受診されていると聞いております。 

 次に、夜間のサインに関してですが、分かりにくいというか、住所を聞かれることはまれにあると聞いております

が、苦情的なものは入っていないと聞いております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で保健福祉部所管の衛生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 2時 37分 

再 開  午後 2時 38分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 一般会計予算の審査を一旦中断し、国民健康保険事業特別会計予算の質疑を行います。 

 木村委員。 

 

木村委員 

 それでは国保の 27ページ、附属資料の 3ページ、医療費適正化対策事業ということで、ジェネリック医薬品を促す

チラシといいますか、促すときに、お薬手帳の活用を促す文言を入れることはできないでしょうか。このお薬手帳と

いうのは処方してもらったお薬の情報を記載したものを添付したりするんですけれども、そのほかに、高齢者になる

と特にいろんな医療施設とか診療所とか通うときに薬の飲み合わせとか、また副作用とか、お薬手帳を出すことによ

って予防できる、そういった効果がありますので、ぜひ医療機関にかかるときに忘れることのないようにということ

を促していただきたいのと、特に 2016年から診療報酬が改定されまして、持参すると管理指導料が安くなる場合がご

ざいますので、そういった面でさらに促していただくような取組をしていただきたいと思います。今 1年に 1回新し

い保険証になるときに郵送されますけど、そういったときにそういう促すような文言を入れたものを一緒に郵送する
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ことはできないのか、それも含めてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 木村委員のご質問にお答えいたします。お薬手帳は、医療機関で処方された薬の情報を記録し、服用履歴を管理す

るために作られた手帳で、飲み合わせや重複等の防止のほか、災害時には特例として処方箋を持たずに薬を受け取る

ことができる場合があるなど様々な役割を果たしています。お薬手帳の活用につきましては、市のホームページに掲

載し、周知を図っているところでありますが、保険証更新時に同封する国保だより等の発行物に掲載するなど、さら

に周知に努めてまいりたいと考えているところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 ぜひよろしくお願いします。たまたま火曜日だったかな、北海道新聞に、お薬手帳は常に携帯ということで記事が

出ていたんですけども、特に高齢者の方が道で意識を失って倒れたときとか、そういったときに即、お薬手帳がある

と、ああ、この人は例えば糖尿病で低血糖で倒れたとか、そういうのが分かるということで、そういったことで早く

治療もできるということですので、この方が言うには、外出時のときはかばんに入れる、また、自宅で倒れた場合に

備えて帰宅したら玄関に置くなど、救急隊員に渡るような工夫も必要ですということも書いてありましたので、そう

いったことももし一緒に記載していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

川崎委員長 

 質疑を受けます。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、国民健康保険税、保険事業の全般的な部分で伺いたいと思います。先般の民生常任委員会でも示されました

ように、次年度も国保税が引上がることが示されました。連続して引上げが続くということで、市のほうの資料の中

でも大体 300円から 1万 3,100円ほどの引上げでしょうか。所得金額だとか世帯数によって違いますけれども、結構

やっぱり低所得者層に限っては、幾ら 7割、5割、2割の軽減政策があるといたしましても、やはり引上げられるとい

うことが低所得者層にとっても負担が大きくなることだと思います。 

 国保の予算書の 10 ページにも載っていますけれども、一般被保険者国民健康保険税が前年度から本年度を比較し

て大体 4千万円ほど減額されていますけれども、これは単純に被保険者数が少なくなったことで減額されているのか

なと思っていたんですけれども、このように今後も被保険者数が少なくなっていきますと、私たち市民の国保税が、

道の納付税に合わせて、全道一律、全国一律に合わせて引上げられていく懸念もされますので、次年度国保税引上げ

による市民への影響について市のほうでどのような見解を持っているのか伺います。 

 あとは子どもの均等割減免等廃止の検討につきましては今までも一般質問や代表質問で伺ってきまして、市のほう

では今のところ検討はしていないという答弁をいただいていますので、この場ではあえて答弁は、変わらない答弁だ

と思いますのでよろしいです。これからも一般質問などで取上げて、実現に向けて私たちのほうも訴えていきたいと

思いますので、市民への影響に対する市の見解をちょっと伺います。 
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川崎委員長 

 渡辺保険年金課長。 

 

渡辺保険年金課長 

 永井委員のご質問にお答えいたします。国保税の引上げに対する市民への影響でありますが、結果的には、3 年連

続引上げという形になっておりますが、代表質問における市長答弁でお答えしておりますが、本市におきましては、

北海道から示される国保事業費納付金を納付するために、毎年度、低所得者の負担等に配慮しつつ必要な見直しを行

っていく必要があると判断しているところでありまして、見直しの中で減額になることもありますし、据置きになる

こともあります。今年度は引上げになったという状況であります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 滝川だとか旭川、また帯広などでは、引上げをせずに据置き、または数百円規模ですけれども引下げを行うという

自治体があるということも伺っておりますので、ぜひ北広島市でも倣って、右に倣えで引上げをするのではなく、そ

のような一般会計からの繰入れなどでの引下げまたは据置きという対策をぜひとっていただきたいと思います。 

 また、国保税の問題のもう一つの問題としまして、やはり高過ぎる国保税ということで、意図的に払わないという

方もいらっしゃるかもしれませんが、払いたくても払えないという方たちがおります。滞納者の方たちですけれども。

市のほうからいただいた資料では、短期証や資格証明書の発行推移が、短期証は 400世帯前後、資格証明書のほうは

10 世帯から 20 世帯の間で推移が示されておりますけれども、やはり短期証や資格証明書などではなく、このような

問題の解決のためにも、国保税の据置きに向かって市のほうも努力していただきたいと思いますが、こちらは部長か

らの見解がありましたら今伺いたいのと、市長答弁もいただきたいので、留保いたします。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 国民健康保険税でございますけれども、高齢化それから人口減少の影響ということで国民健康保険の加入者数が減

少傾向にあるということはご承知のとおりだと思います。その一方で、高額の治療ですとか入院の増加のために 1人

当たりの医療費が上昇しているということで保険税に与える影響も大きくなっています。こうしたことを踏まえて、

広域化によるスケールメリットにより財政基盤を安定化させ、持続可能な国保制度を目指しているところであります。

本市だけでは解決できない課題につきましても、自治体間の共助による助け合いとともに、市民一人一人の健康長寿

の取組を進めてまいらなければいけないと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で保健福祉部所管の国民健康保険事業特別会計予算の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 
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休 憩  午後 2時 49分 

再 開  午後 2時 49分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に後期高齢者医療特別会計予算の質疑を行います。 

 後期高齢者医療特別会計予算への通告はありません。 

 以上で保健福祉部所管の後期高齢者医療特別会計予算の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

 

休 憩  午後 2時 50分 

再 開  午後 2時 50分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に介護保険特別会計予算の質疑を行います。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では二つ伺います。79 ページから 81 ページにかけてですけれども、介護保険制度の改革事業が行われるというこ

とですが、こちらについての拡大部分はどのような内容になっているのか、介護保険制度を使っていない未利用者へ

の支援対策や、またいわゆる公的ヘルパーと言われているヘルパーの拡充なども盛り込まれているのか伺います。 

 二つ目が地域支え合い体制づくり・権利擁護推進事業、介護給付等費用適正化事業について、新規 2事業の具体的

な事業内容について伺います。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。初めに介護保険制度改革事業でございます。拡大分の事業内容につきましては生活支援コーデ

ィネーターの配置に関わるもので、北広島市内全域を統括する第 1層生活支援コーディネーターを新たに 1人工配置

するとともに、北広島団地地区を担当する第 2層生活支援コーディネーターを 0.5人工追加配置する予定としている

ものでございます。 

 続きまして地域支え合い体制づくり・権利擁護推進事業につきましては、今年度別々の事業として実施している二

つの事業を効果的に運営することを目的として統合したものでございます。具体的には地域支え合いセンター運営業

務及び成年後見センターの運営業務を委託するものでございます。 

 次に、介護給付等費用適正化事業につきましては、介護給付等費用の請求に係る点検を行う会計年度任用職員、医

療事務従事者ですが、その報酬等について経常経費から振替をしたほか、新たにケアマネジャーの能力向上を目的と

した専門家によるケアプラン点検の委託を予定し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 

 永井委員。 
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永井委員 

 介護保険制度未利用者への支援対策や公的ヘルパーの拡充についてのお答えが、ちょっと私聞き漏らしましたかね、

お答えがなかったかと思ったんですけれども、改めて伺います。 

 また、地域支え合いのほうでケアプラン点検などを外部委託するということですが、この介護給付等費用適正化事

業のほうのケアプラン点検などの外部委託ということですが、こちらはちょっと私どものほうでは介護保険のサービ

ス利用の抑制につながるのではないかという懸念もしているんですけれども、そちらについての市の考えはどのよう

な形でしょうか。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。最初の介護保険の未利用者への支援対策、ヘルパーの拡充といった部分でございますが、介護

保険改革事業において、拡大分において生活支援コーディネーターを追加配置するものでございます。そのことによ

りまして地域で高齢者を支え合う体制づくりが構築されていくのかなと考えております。今回の増員によりまして、

地域資源のニーズの把握とか地域で活躍されている担い手の発掘とか、地域で課題を解決できるような仕組みづくり

が今後できていければと考えております。 

 次に介護給付等費用適正化事業、ケアプラン点検の部分でございますが、こちらにつきましてはケアマネジャーの

能力向上ということを目的としております。決して給付費の抑制という部分ではなく、ケアマネジャーさん 1人で事

業所を運営されている方もいらっしゃいますので、ケアプランを専門家の方に見ていただいて、いいところを褒めて

いただく、悪いところを指摘していただく、そのような事業内容となっております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 ケアマネジャーの業務内容も大変忙しいことだと思います。実際にケアマネで働いている友人なども毎日夜遅くま

で仕事をして帰ってくるという状態ですので。こちらはちょっと介護保険制度改革事業と合わさるのかもしれないん

ですけれど、やはりケアマネの充実だとか、市のほうからいただいた高齢者の相談事業件数なども年々微増ながら増

えていることも見てとれますから、そのような環境の充実、整備、そちらのほうに力を入れていただきたいと思いま

すが、もし見解がありましたら伺います。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 今ケアマネのスキルのお話があったと思うんですけれども、国におきましても、書類なども少し省略できるものは

省略していいというような方向も出てきております。そういった意味では業務の効率化を図る中でワーク・ライフ・

バランスの実現等を目指すというところで人材確保も図っていきたいと考えておりますので、そういった部分の指導

もしていただくように考えております。以上です。 
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川崎委員長 

 質問を受けます。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 1 点お伺いします。地域介護予防活動支援事業についてです。予算書 77 ページ、資料は 11 ページです。こちらの

介護予防ボランティア活動に参加している方たちの年代と年代別の人数ですね。あと活動の状況、現在どのような状

況かお伺いします。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。介護支援ボランティアについてでありますが、令和元年 10 月現在のボランティア登録者数は

257 名でございまして、年代別では、60 代が 48 人、70 代が 166 人、80 代が 42 人、90 代が 1 人となっております。

ボランティアの活動内容につきましては、レクリエーションなどの参加支援、傾聴、配膳などの補助、外出補助、催

し事などの運営補助でございまして、市内 32か所のボランティア受入施設にて活動いただいている状況です。また、

平成 30年 10月から令和元年 9月までに活動された方のポイント数は 8,903ポイントでございまして、活動 1時間に

つき 1ポイントでございますので、8,903時間の活動が行われたという状況でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 では再質問なんですけれども、今 1時間当たり 1ポイントということで活動時間の説明もありましたが、このポイ

ントが交換されているメニューについて、新年度に向けてどのようになっているのかお伺いします。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。ポイントの交換につきましては、現金もしくは地場産品を市内の 10事業所から出品いただいて

いるという状況でございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 1点お伺いいたします。79ページの、先ほども永井委員のほうからありましたけども、地域支え合い体制づくり・

権利擁護推進事業の関係でございます。特に成年後見制度の関係が新しく出て、社協のほうでそれの事務をいろいろ

とやられていると思うんですけども、この成年後見制度は、社協で担うことによってのメリット・デメリットいろい

ろあると思うんですけども、当初の見込みよりも今現在がどういうふうになってきているのか、その推移によって、
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新年度この合体をしたことによっての成年後見制度をよりスムーズに推進をするというか運営をするというとこら辺

で、伸びの件数だとかそこら辺の見込み数だというとこら辺はどのような捉え方をしているのか、お伺いいたします。 

 

川崎委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。成年後見制度の利用実態についてでございますけども、成年後見制度の市長申立て人数につき

ましては、平成 28年度 1人、平成 29年度 2人、平成 30年度 4人となっております。また、申立報酬助成人数につき

ましては、平成 28 年度 1 人、平成 29 年度 4 人、平成 30 年度 6 人となっております。また、相談件数につきまして

は、平成 28年度 279件、平成 29年度 1,152件、平成 30年度 763件となっております。今回、地域支え合いセンター

運営業務と成年後見センター運営業務につきまして事業を統合したわけでございますが、二つとも委託先が社会福祉

協議会ということでございまして、運営の効率化というところを目的としまして統合したところでございます。以上

でございます。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 いずれにしましても、結構相談件数や実績としての成年後見をちゃんと受託するというとこら辺での、いろんなと

こら辺あると思いますけども、ぜひスムーズに、そしてまたこの制度が生かされるような形で推進されることを望ん

でおきたいと思います。以上です。 

 

川崎委員長 

 以上で保健福祉部所管の介護保険特別会計予算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 3時 03分 

 

委 員 長 川 崎 彰 治 

 


