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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 6日（金） 午前 10時 00分から午後 2時 00分 

 

2 開 催 場 所   市役所 5階 本会議場 

 

3 出 席 委 員   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、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   川崎彰治予算審査特別委員会委員長、稲田保子委員 

 

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       ボールパーク推進課長  柴   清 文 

ボールパーク施設課長  中 垣 和 彦 

 

【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 

 

【子育て支援部】 

子育て支援部長     仲 野 邦 廣       子ども家庭課長     高 橋 陽 子 

こども発達支援センター所長 濱 田 真 吾       子育て担当参事     橋 本 なつみ 

 

【建設部】 

建設部長        平 川 一 省       庶務課長        中 居 直 人 

都市設備課長      佐々木 克 彦       土木事務所長      人 見 桂 史 
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【経済部】 

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

農政課長        及 川 浩 司       観光振興課長      山 田   基 

商工業振興課長     林   睦 昇       観光協会担当参事     松 田 恭 昌 

 

【消防本部】 

消防長         佐々木   伸       消防本部次長      山 口 洋 幸 

総務課長        鈴 木 靖 彦       予防課長        大 山 義 幸 

警防課長        後 藤 英 雄 

 

【消防署】 

消防署長        本 田 高 広 

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

 

8 事 務 局 

議会事務局次長      大 野 聡 美        書記              金 田   周 

 

9 傍 聴 者      なし 

 

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 

 

 

山本副委員長 

 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回までといたします。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、民生費の社会福祉費の子ども発達支援センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育振興費のうち、

幼稚園就園準備支援事業、幼稚園協会連携事業及び幼稚園振興事業の質疑を行います。 

 それでは質疑を行います。 

 青木委員。 
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青木委員 

 おはようございます。 

 私からは、保育士就労促進事業についてお尋ねをいたします。いわゆる「きたひろ手当」ということで、今回新規

の事業ということでございますけれども、まずこの計上されている予算 2,310万円の計上の根拠、積算の内訳につい

てお尋ねをいたします。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 青木委員のご質問にお答え申し上げます。保育士就労促進事業の積算根拠についてでございますけれども、対象と

なります私立保育園及び認定こども園の職員数実績に 3歳未満の受入れ拡大を期待する分と 4月からの定員拡大を合

わせまして 20 人分の増員を見込んで積算をしております。内訳につきましては、月額 5 千円から 1 万円を支給する

保育士手当は 155人分、新規就労者に 30万円を支給する新規就労祝金につきましては 20人分、勤続 5年ごとに 10万

円を支給する勤続祝金につきましては 30人分を見ております。 

 

山本副委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 ありがとうございます。新規の事業ということで、特に新たに北広島でお勤めいただく保育士さんの確保のための

予算でございますので、こういった事業があると、新たにこういった手当をするんだということを広く周知しなけれ

ば当然意味がないかと思うんですよね。保育士を目指す方々にできるだけ多くこういった、このまちではこういう手

当がありますということを周知するための方法といいますか手法についてはどのようにお考えなのかお伺いします。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 お答え申し上げます。市内と近郊の保育士の養成学校などにも積極的に来年度は訪問して周知を行っていきたいと

思っておりまして、これまで以上に広い周知に努めてまいりたいと思っております。 

 

山本副委員長 

 ほかに。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 私のほうから 3点質問いたします。まず予算書 107ページ、附属資料 5ページの子ども未来応援事業についてです

けども、これは生徒さんがそういう塾とか通ったりするときの助成ということですけども、もし例えば助成していた

生徒が不登校になった場合、その場合に支給はそのまま継続されるのかどうか、まずお尋ねいたします。 

 2 点目です。保育士就労促進事業、予算書 111 ページ、附属資料 7 ページ、今、青木委員も質問されていましたけ
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ども、今回の新規就労祝金、特に新規の方の 30万円というのは保育士確保のために非常にすばらしい制度だと思うん

ですね。この 30万円の支給のタイミングというのはどうか。これは非常に大事なことだと思うんで、そこをまずお尋

ねします。 

 3 点目です。病児緊急預かり事業、予算書 105 ページ、附属資料 5 ページです。この件に関しましては今までもや

っているのは継続の事業ということですけども、先日私たち共産党の市議団で稚内のほうに病児保育の視察に行きま

した。今やっているものはどちらかというと助け合いという形ですけども、そこに医療とか保育士がタッグを組んだ

ような形でやることが将来的には需要もあるし、病児保育にとって重要だと思いますけども、その件について市の事

業の検討についてお尋ねします。以上よろしくお願いします。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 人見委員のご質問にお答え申し上げます。まず 1点目の子ども未来応援事業についてでございますけれども、助成

していた生徒が不登校になった場合についてでありますが、その生徒が学校に通うことができない状況においても、

学習塾ですとか習い事に通うことができているのであれば助成の対象にしてまいりたいと考えております。 

 次に保育士就労促進事業の新規就労金 30 万円の支給時期についてでございますけれども、11 月に各園を経由して

申請をしていただき、1月に交付決定、2月に本人の口座に直接給付する流れで考えております。保育士手当と勤続祝

金につきましても同じ時期と同じ流れで支給してまいりたいと考えております。 

 次に病児緊急預かり事業についてでございますけれども、病児保育につきましては、新年度から始まります第 2期

子ども・子育て支援プランのニーズ調査におきまして、現行の緊急サポートネットワークに加えて医療機関や保育所

に付設する専用スペースでの預かりにつきましてもニーズが一定程度あることがわかりましたので、新しい計画にお

いて令和 4年度までに新たな病児保育の体制整備を目指すこととしており、方法を含めて今後検討してまいります。

以上です。 

 

山本副委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 では今のご答弁についての再質問をいたします。再質問というか確認になります。まず最初に子ども未来応援事業

の件ですけども、不登校になった場合ということで、そこにも範囲が広がるということで非常にありがたく思います。

確認なんですけども、これは例えば今もう既にみらい塾に通っている生徒さんも対象ということで考えてよろしいん

でしょうか。 

 2 点目です。保育士就労促進事業で、先ほどの青木委員の質問の中でもお答えがありましたけども、新規に関して

は 20人分ということですけども、もし例えばそれ以上応募があった場合はどうするのかということをお尋ねします。

以上です。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 再質問にお答え申し上げます。まず子ども未来応援事業ですけれども、現在みらい塾に通われていて学校に行けて
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いないお子さんについても、要件を満たしていれば対象にしてまいりたいと考えております。 

 それから、新規就労祝金の 20人分、それより多かったらというところなんですけれども、これについても対象とし

てまいりたいと考えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかにありますか。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 何点かお聞きをいたします。まずは予算書の 101ページの学童クラブ運営経費と 107ページの保育所運営経費、こ

の中で節の費目の旅費が非常に、学童クラブであれば 692万円、それから保育所運営経費では 259万円という費用が

かかっているわけでして、一般的に旅費というのは旅行命令に係る費用弁償、そういう経費になっておりますけども、

これがこの額になっている積算の基礎というか理由について一つお伺いをしたいと思います。 

 それから、ひとり親家庭の支援事業、103 ページでございますけども、扶助費は昨年よりも 800 万円ほど予算が増

になっているということがございまして、この対象の推移とか積算の中身、その辺をお聞きしたいなというふうに思

います。 

 それから、保育士就労促進事業、111 ページのところでございますけど、今も 2 人の委員のほうから出てきており

ましたけども、支援金のタイミングがいろいろありましたけども、縛りというのがあるのかないのか。終了しました

よと、それですぐやめましたというとこら辺のそういう縛りみたいなものの決めというか、基本的な考え方があれば

お聞きをしたいと思います。以上よろしくお願いします。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。まず 1点目の学童クラブと保育所運営経費の旅費が昨年度と比較して

大きく増額をしている理由につきましては、新年度からの会計年度任用職員制度の移行に伴いまして地方自治法が改

正され、北広島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例におきまして、パートタイムの方の通勤費の費

用については費用弁償として支払うことになりましたため、これまで非常勤職員、臨時職員の報酬または賃金の中で

支出をしておりました通勤費を旅費の費用弁償として今回計上しているものです。内訳につきましては、学童クラブ

運営経費につきましては通勤費相当分は 581万 9千円、研修・会議旅費は 110万 4千円となっております。また、保

育所運営経費につきましては、通勤費相当分は 235万 6千円、研修・会議旅費は 24万 2千円となっております。 

 続きまして、ひとり親家庭支援事業の扶助費でございますけれども、これにつきましては、高等職業訓練促進給付

金を今回 14 名分見込んでおります。このうち令和元年度からの継続者は 8 名、新年度から開始する予定の方は 6 名

となっております。令和元年度の当初予算におきましては新規申請1名を含む7名分を見込んでおりましたけれども、

実際に新規の方は 6名おりまして、結果的に 12人の方が修学をし、給付金を支給しているところでございます。この

増加分につきましては、昨年の第 3回定例会でご審議をいただき 400万円の増額補正を行っているところでございま

すけれども、新年度についてはそれをさらに上回る利用見込みとなっております。 

 続きまして、保育士就労促進事業についてでございますけれども、勤続祝金それから就労祝金の縛り要件があるの

かどうなのかというところなんですけれども、新規就労祝金につきましては 1年以上継続してお仕事をしていただけ

る方、それから勤続祝金につきましても、当該年度に支給して、その翌年度も継続してお仕事をしていただける方と

いう要件を考えております。以上です。 
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山本副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 学童クラブと、それから保育所の運営経費で、通勤手当が今の法改正の中で旅費の中に組み込むという省令ですか

ね、その中か、それとも通達か何かでそういうことになっていると思いますけども、そうしますと、北広島市の会計

規則の中の旅費の中ではそういう文言がないんですけども、この規則の改正とかそういう準備というのは今どのよう

に進められているのかお聞きをしたいと思います。 

 

山本副委員長 

 仲野子育て支援部長。 

 

仲野子育て支援部長 

 お答え申し上げます。先ほど課長のほうからも説明がありましたとおり、このたび会計年度任用職員につきまして

は条例で規定をしておりまして、その条例の中の文言の中にパートタイムの会計年度任用職員の通勤費については費

用弁償とするということで明記されている形になります。あと、会計規則とかそういう部分については、そちらのほ

うで対応されているということで考えておりますが、今、私のほうで把握していないところでございます。以上です。 

 

山本副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 状況的には費用弁償の中に通勤手当が入ると、年度の任用職員はね。それは了解いたしました。やはり会計規則の

中でもそこのところ、費用弁償という形が入っていますので、その中でくくれるのかなという気はしますけども、一

応確認をしていただければありがたいと思います。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかに質問される方。 

 木村委員。 

 

木村委員 

 1点だけ質問させていただきます。保育士就労促進事業に関しては、今、これまで 3人の委員が質問しましたので、

詳細についてもわかりましたけれども、1 点だけ、新規就労の「きたひろ手当」とか、いろんなうちの市の画期的な

取組だと思うんですけれども、他市でも保育士確保に向けて新年度からいろいろな取組をされているそうであります。

それで、特に新規就労ということで、短大とか、せっかく保育士の資格を取っても保育所の仕事をせず一般の事務所

の仕事に行ったりとか、そういう方たちが結構いるということで、もったいないなと思うんですよね。そういったこ

とから、先ほども青木委員の質問に対して周知方法、専門学校とかに行かれるそうですけども、積極的にというか、

ポスターでもつくって、うちの市はこういう取組をしていますということで、就職案内板みたいな掲示板とか、きっ

と各短大とか専門学校にあると思いますので、こういうのもぜひ貼らせてくださいとか、そういう積極的な取組をし

ていただきたいと思いますが、その点お伺いします。 
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山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 木村委員のご質問にお答え申し上げます。保育士就労促進事業の周知につきましては、まずは近郊市内の大学、短

大、専門学校の学生課等に訪問をして、事業の PR、保育園の周知をしていくことになると思いますけれども、そのと

きに学生への周知方法についても、学生課のほうでもいろいろノウハウをお持ちだと思いますので、相談させていた

だきながら広く学生さんにも行き渡るように周知方法の工夫を図ってまいりたいと考えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかにありますか。 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 私のほうからは学童クラブ運営経費についてお尋ねいたします。予算書 101ページです。工事請負費が 781万円と

なっていますが、昨年の大曲東の学童クラブや第二学童クラブに続いてエアコンを設置される学童があるのか、どの

ような工事が予定されているのか伺います。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 お答え申し上げます。学童クラブ運営経費の工事請負費につきましては、全額が学童クラブにエアコンを設置する

ための費用となっております。現在エアコンがない北広島学童クラブ、大曲学童クラブ、西の里学童クラブ、広葉学

童クラブ、北の台学童クラブの 5か所に設置をする予定としております。このほか、西部第二学童クラブについては

建物の規模が小さく電気工事の必要がないため、備品購入費での購入を予定しており、この 6か所の整備によりまし

て、市内全学童クラブにエアコンが設置できる見込みとなっております。以上です。 

 

山本副委員長 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 ありがとうございます。すごく子どもたちの生活環境に対してよいと思います。電気代の面でも市の負担が増える

と思いますけれども、せっかくつくものですので暑い日には我慢し過ぎることのない運用が行われることを期待して

います。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかにありますか。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 私から 2点伺います。107ページの保育所運営経費ですが、2億 3,200万円ほど計上されていますが、こちら 10月
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からの保育無償化によって副食費が実費負担になったんですけれども、それによる保護者の負担増の影響などどのよ

うに把握しているのか伺います。また、各保育施設における徴収関連の実態をどのように把握しているのか伺います。 

 二つ目が子ども未来応援事業ですが、こちらは現在小学生でも塾などに通う割合が高くなってきておりますことか

ら、今回なぜ中学生のみという限定にしたのか理由を伺います。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 お答え申し上げます。まず 1点目の保育園の副食費の実費負担による保護者への影響、それから各施設の徴収の実

態についてでありますけれども、まず保護者負担への影響につきましては、副食費免除の範囲が拡大されたことによ

り幼児教育・保育の無償化実施前の保育料と比べて副食費の実費負担による保護者負担の増はないものと捉えており

ます。各施設における実費徴収の実態につきましては、施設によってばらつきはありますけれども、副食費が月額

4,500 円から 5 千円、主食費が月額 500 円から 1,500 円、これは持参の場合もあります。そのほか、衛生費、おむつ

代、教材費等となっております。 

 次に、子ども未来応援事業の対象が中学生のみとなっている理由についてでございますけれども、多くの中学生に

とってこの時期は将来の進路を選択する人生最初の時期であり、学習塾や習い事に通うことで学力や才能を伸ばす機

会を得ることは選択肢が増え自信につながるものと考えており、今回は対象を中学生としております。以上です。 

 

山本副委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 まず子ども未来応援事業ですが、今回中学生のみということで計上されていますけれども、今後、新たな子育て、

子どもへの支援ということで、ぜひ拡充していっていただきたいと思いますが、それについて何か見解がありました

ら伺います。 

 保育所運営経費のほうですけれども、当市においては全国的に言われております逆転現象というのが制度上はない

ということですけれども、今後、この先出てくる可能性もあるということもよくとどめておいていただきたいと思い

ます。それで、このたびの補正予算のほうで無償化によって 3,600万円とか 3,900万円が返還されていますよね。こ

のような形で実際に無償化によって市の負担がどれくらい余裕ができたのか、ちょっと言葉はあれかもしれませんけ

れど、浮いた金額がどれくらいあるのでしょうか、伺います。 

 

山本副委員長 

 仲野子育て支援部長。 

 

仲野子育て支援部長 

 それでは、私のほうから子ども未来応援事業のご質問にお答え申し上げます。来年度、子どもの貧困対策計画とい

うのを策定するということで、その検討の中でニーズの把握、またはこの事業を進める中で学習塾とか、そういう習

い事の実際やっている事業所の方との情報交換ということもできることになると思いますので、そういうものをいろ

いろ意見を聞きながら、または意向を把握しながら事業内容や手法について検討していきたいというふうに考えてお

ります。以上です。 
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山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 永井委員の再質問にお答え申し上げます。保育料の無償化に伴う市の負担減分はどれぐらいかというご質問だった

と思うんですけれども、これについては無償化前の保育料については個人個人の各世帯の所得によって異なる計算に

なりますので、一人一人のシミュレーションを行っていかないと正確な金額というのは出せないものになっておりま

すけれども、以前試算した中では大体 4千万円ぐらいということで試算をしております。 

 

山本副委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 こちら 4千万円ぐらいということで、この分、副食費、給食費の無償化などにも使えるのではないかと思いますけ

れども、それについて何か見解がありましたらお知らせください。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 再質問にお答え申し上げます。無償化における負担減分の 4千万円については、今回それを活用して保育士等就労

促進事業の実施を開始するということにしたものでございます。残りの部分につきましては、今後の子育て支援施策、

どのようなものが今後の子育てにとっていいのかということを十分検討しながら考えていきたいと思っております。 

 

山本副委員長 

 ほかに。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私のほうからは三つの事業について質問いたします。まず一つ目、子ども・子育てサービス利用者支援事業につい

て伺います。予算書 107ページ、資料は 5ページです。こちらの事業内容のうち、子育て家庭への教育保育・施設や

子育て支援事業などの情報提供と相談・助言について対応していくということですけれども、近年の相談対応の状況

について伺います。そして、対応されてきた中で把握されている子育て環境やニーズの変化など、担当部署としてど

のように認識されているのかお伺いします。 

 次に、現在ちょうど今時期は新しい子育てガイドの冊子が完成して配布が始められている時期かと思いますが、掲

載内容の変更点はあるのかお伺いします。 

 次に、子育てアプリが導入されています。登録されている状況と子育て家庭にとっての効果について寄せられてい

る声など把握しているものをお伺いします。 

 次に、保育園一時預かり事業について質問します。予算が増額になっておりますが、こちらの理由について説明願

います。一時預かりの状況についてなんですけども、一時預かりの対象年齢、こちらは 1歳 6か月以上ということで

認識していますが、対象年齢以外のこの年齢より下の場合、預かってほしいというニーズは少なからずあるかと思う

んですけども、問い合わせへの対応と実態、どのようになさっているか伺います。一時預かり枠が定員になって、こ
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れまで受け入れできなかった状況というのはあったのかお伺いします。 

 病児緊急預かり事業について伺います。通告した時点、この新型肺炎の感染拡大については子育て世代の方からも

年末のころから不安を感じていた声が寄せられていました。過去には新型インフルエンザの流行もあったことから私

も想定して通告したんですけれども、現在のような急展開は想定していませんでしたので、実際には病気のお子さん

はもちろん保護者も病気の場合は今は支援の受け付けは停止しているということを承知しています。 

 1 点確認なんですけれども、病気ではない元気な健康なお子さんの緊急の預かり、例えば今回の感染予防対策で保

護者の方が急な残業や会議などによって残業になったりするなどのケースの支援の依頼はどのように対応しているの

か、対応していくということなのか確認させてください。 

 すみません、三つの事業と言いましたけど、もう 1点ありました。子どもの権利擁護事業です。予算増額になって

おりますが、次期子どもの権利に関する推進計画の関連経費という認識でよいかどうかお伺いします。 

 

山本副委員長 

 橋本子育て担当参事。 

 

橋本子育て担当参事 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。子ども・子育て利用者支援事業につきましては、平成 27年 4月より非常

勤職員 1名を子育て支援コーディネーターとして地域子育て支援センターに配置しております。教育保育施設や子育

て支援関連事業の情報を集約し、それらの利用を希望する保護者に情報提供や関連機関との連絡調整を行っておりま

す。コーディネーターは、子育て支援センターだけでなく乳児健診などにも出向き、親子の様子を見たり、相談に乗

ったりしています。幼稚園、保育園、認定こども園など保育施設との連携と交流についてですが、子育て支援センタ

ー内に情報コーナーがありまして、各施設の概要やチラシなどを設置することにより定着してきたものと感じており

ます。また、子育て支援センターの利用人数も増えており、それに伴い相談件数も増加しております。今年度の子育

て相談件数は 477 件、情報提供は 83 件となっております。そして、子育て相談の内容についてなんですが、29 年度

までは食事や排せつについての基本的習慣についての相談が多かったんですが、30 年度から言葉のおくれや社会性、

性格などの発育、発達についてのほうが多くなっております。子育て支援センターでは、名前シールに月齢を書いて

もらっております。同年齢の子どもを見ることにより発達の違いに気づき相談に来る方や、また 1歳半健診やそれか

ら 3歳児健診を前に言葉などについて不安になり、相談する方もいらっしゃいます。また、最近ですが、子育て支援

センターが平成 29 年度より市役所 1 階に移転後は、父親がお子さんを 1 人で連れてくる方が増えております。施設

が広くなって圧迫感がないのと、ほかの父親が複数人いることが珍しくなくなったからではないかと予想しておりま

す。母親に頼りがちだった育児を夫婦で分担し、子育てすることが当たり前になってきているように感じます。以上

です。 

 

山本副委員長 

 仲野子育て支援部長。 

 

仲野子育て支援部長 

 それでは、鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。まず子育てガイドの内容の変更点についてでございますが、

子育てガイドにつきましては本年度末に完成し、配布を開始することにしております。1 年置きに作成することとな

っておりますことから、今回の内容の変更点につきましては、幼児教育・保育の無償化や子育て世代包括支援システ

ム「きたひろすくすくネット」、出張型ひろばなど、その後の制度改正や新たに開始した施策等を盛り込む形になっ

てございます。 

 続きまして、子育てアプリの登録状況、効果等ということでございますが、子育てアプリにつきましては昨年 7月
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から運用を開始しております。登録者数は 3月 5日現在で 152人となってございます。妊娠届出時などにアプリを紹

介するなど、現在周知を中心に行っているところでございますが、効果につきましては、登録者から感想を聞くなど、

今後、把握に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、保育園一時預かり事業の予算の増額理由についてでございますが、来年度、会計年度任用職員制度が

開始されるということで、それに伴う期末手当やフルタイム職員の共済費及び職員退職手当の負担金等の増額分とな

ってございます。 

 続きまして、一時預かり利用についてでございますが、対象年齢外の問合せの対応についてでございます。すみれ

保育園で実施しております一時預かり事業は、委員がおっしゃったとおり 1歳 6か月から就学前までのお子さんを対

象としております。年齢に達していないお子さんの利用についての問合せがあった場合については、ファミリーサポ

ートセンターをご案内させていただいております。 

 続きまして、定員により利用できない実態はあったのかというようなご質問だと思いますが、本年度については定

員により利用をお断りした事例はございません。 

 続きまして、病児緊急預かり事業ですが、病気でない子どもの預かりや緊急の預かりということだと思いますが、

病気でない子どもの預かりにつきましては、今までもそうだったんですが、引き続きファミリーサポートセンターで、

緊急の預かりについては子ども緊急サポートネットワークで行ってまいります。 

 続きまして、子どもの権利擁護事業についてでございますが、予算額は次期子どもの権利に関する推進計画の関連

経費かどうかというご質問だと思います。子どもの権利擁護事業につきましては令和 3年度からスタートすることと

なっておりますので、第 3期子どもの権利に関する推進計画策定に要する経費として計上させていただいてございま

す。以上です。 

 

山本副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 子ども・子育てサービスの相談事業について、同じように、これまでもそうでしたけれども、引き続き丁寧に子育

て家庭に寄り添った支援に当たっていただきたいと思います。 

 子育てガイドについてなんですけれども、子育てガイドは子育て世代にとって有効な情報がもちろん網羅されてい

て、内容もしっかり更新されていることをこれまでも私は認識しておりますが、子育て家庭を見守って支援する活動

に関わっている方たちや、あと祖父母世代の方、私も 1、2冊携行しているんですけども、行き合った際にはそのよう

な冊子があるというのを知らなかったということで、よく直接手渡ししたりもしています。そのような方たちにも手

にとる機会があるよう、市内各所や、あと関係団体の活動の場にも配置を提供していただきますよう、これは要望と

してお願いいたします。 

 保育園の一時預かり事業についてなんですけれども、今まで一時預かりが定員によって断った経過がないというこ

とで、本市の子育て環境の評価の一つにもなるのではないかと思います。今後も様々な相談が寄せられるかと思いま

すが、やはり都市圏では一時預かりを利用しようと思った場合、数日前のテレビの放映でも見たんですけれども、一

時預かりを頼もうと思って電話すると、1 か月後でないと預かってもらえないという、大きな都市だったんですけれ

ども、そのような状況になるほど、やっぱり何も働いていなくても、自分が病気でなくても、本当に自分が息抜きし

たい、自分を取り戻すための時間を確保したいというときの、そういう保護者の SOSで一時預かりの受付の対応の場

面でもキャッチしていただきますよう、要望として申し上げておきます。 

 病児緊急預かり事業についての再質問はありません。 

 子どもの権利擁護事業についての再質問ですが、今後、アンケート調査を実施していくかと思うんですけれども、

前回の子どもの権利推進計画策定の際のアンケート調査ですね、回収率が 30％台で低かった経過があります。次回の
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取組では、そのときの反省を踏まえた回収率向上に向けた取組をしていただきたいと思いますが、見解を伺います。 

 それと、子ども会議、これまで 2回開催してきています。初めのときは、子どもの権利条例をみんなに知ってもら

うための方法、そして今回はボールパークに関して自分たちができることというテーマだったかと思いますが、今後

の開催に当たって、テーマを子どもたち自身が検討して考えて決めて開催するという、意見交換をするという進め方

に発展することを考えていくべきではないかと、子どもの権利条例らしく、そのようにしていただきたいと考えます

が、これについてはテーマについての意見収集や検討する機会の確保が必要かと思います。そのような手法も含めて

次の新たなステップに期待したいと思いますが、見解について伺います。 

 

山本副委員長 

 仲野子育て支援部長。 

 

仲野子育て支援部長 

 それではお答え申し上げます。まず子どもの権利擁護事業に関するお答えですけれども、推進計画の策定に当たり

ましては、子どもを対象にアンケート調査を実施するということで予定してございます。調査票の工夫はもちろんの

こと、回収方法等についても回収率が向上するように検討してまいりたいと考えてございます。 

 次に子ども会議でのテーマの決め方に関してでございますが、子どもたちが自分たちで決めたテーマを話し合うこ

とにつきましては、子どもたちの自主性を促し、より活発な議論が期待できると考えてございます。ただ、テーマを

事前に集める方法等課題が多いということも感じてございますので、今後、その点について研究してまいりたいと考

えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 ぜひ検討に向けて進むことを期待します。 

 子ども会議ですけれども、参加の様子を私も 2回とも見学させていただきました。この子どもの権利の周知方法、

大人に向けても子どもたちに向けても周知する方法としての提案なんですが、子どもの権利に関連する企画をきたひ

ろ TVの取材によって動画として配信することも検討していってはいかがでしょうか。お伺いします。 

 

山本副委員長 

 仲野子育て支援部長。 

 

仲野子育て支援部長 

 お答え申し上げます。子ども会議につきましては、私どもも周知に関してはもっとしていったほうがいいかなと感

じてございます。子ども会議の効果的な周知方法につきましては、今、委員提案のあった、きたひろ TVですか、こち

らのほうも含めまして他市の状況などを参考にしながら調査研究してまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

 

山本副委員長 

 ほかにありますか。 

 藤田委員。 
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藤田委員 

 それでは 2点ほどお聞きをいたします。学童クラブの運営経費 101ページ、学童クラブ、先ほどエアコンの話が出

ました。私は別の角度で質問します。今まで本市の学童クラブで、いわゆる施設に対して人数の密集度等からいくと、

東部学童と大曲学童が指摘されていましたが、東部は新しい施設ができてほぼ解消されたと。残る大曲学童クラブで

す。令和 2年度の登録者数の予定数、それから大人数による児童の安全対策、これはどのようにしていくのか、安全

対策が十分といえるのかどうか、まず現状の状況をお聞きします。 

 2点目、保育所運営経費、107ページ、これは保育園の働く職員の方に関してですが、今、全国的に保育園の帳票作

成、それから登降園の管理作業を電子化する保育園が増えております、市立等でです。そういう中で、今、本市の保

育園のこういった ICT化、事務の効率化というのはどこまで進んでいるのか、まずお聞きいたします。 

 

山本副委員長 

 高橋子ども家庭課長。 

 

高橋子ども家庭課長 

 お答え申し上げます。まず 1点目の学童クラブに関してですけれども、大曲学童クラブの令和 2年度の登録者数は

3 月 5 日の時点で 109 人となっております。昨年度の最初の登録数は 121 人でしたので、現段階では前年度より少な

い見込みとなっております。しかし、時間帯によって混雑した状況が依然として想定がされますので、本年度と同様

に A、B、二つにクラス分けをして集団の規模を小さくして運営することとしております。また、指導員につきまして

も例年どおり専属の主任を配置するほか、基準より常時 1名から 2名の加配を行う体制強化を継続してまいります。

加えて、大曲小学校にも引き続きご協力をお願いし、プレイルーム、2 階の集会室をお借りして集団の分散化による

安全確保に努めてまいります。 

 次に、保育園の ICTの導入についてでございますけれども、新年度の予算案においては計上はしていないところで

ございますけれども、登園管理などの保育園の ICTについては、低年齢の需要が伸びる中で保育士の事務負担の軽減

を図って、より保育士の方に保育業務に専念してもらうようにするために、導入に向けた検討は必要であると考えて

おります。以上です。 

 

山本副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。大曲の学童は登録が少し減っているということなので、狭隘は変わらないと思うんですが、できる

限り安全対策を図って、よりよい環境の維持に努めていただきたいと思います。 

 それから、保育所の運営に関しましては、今、事務効率を考えると検討しなきゃいけないということで、今、課長

から話がありましたが、既に取り組んでいるまちの実態を見ますと、ICT によって登降園時間の記録、延長保育料の

計算は、やっているところでは保育所の入り口に設置された専用のカードリーダーに IC カードを打刻すると自動で

算出。また、時間外業務で対応しがちな年間計画表や日誌の作成なども手書きから簡単な入力作業に切り替わり時間

が大幅に短縮されたと、こんなことで取り組んでいる自治体が増えているようでありますから、当市もぜひ早くこう

いったものに取り組んでいただきたいと、その今後のめどについて、どの程度の導入に時間が必要なのか、それを聞

いて終わります。 

 

山本副委員長 

 仲野子育て支援部長。 
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仲野子育て支援部長 

 それでは、私のほうからお答え申し上げます。ICT 化につきましては全国でいろんな自治体で取り入れているとい

うのは認識しているところでございますが、ただ、これもいろいろなメーカーがございまして、いろいろあって、そ

れぞれいいところ悪いところというのがあると聞いてございますので、その辺をよく調査してからでないとなかなか

導入というのはできないのかなと思っておりますので、今後、その辺の調査を積極的にさせていただいて、ある程度

結論が出てからという形になると考えてございます。以上です。 

 

山本副委員長 

 以上で子育て支援部所管の民生費及び教育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 48分 

再 開  午前 10時 49分 

 

山本副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に農林水産業費の質疑を行います。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 それでは私から 2 点お伺いをいたします。1 点目は予算書 137 ページ、農業用排水路の保全事業でございます。こ

れは新規事業になってきておりますけども、委託料として用水路の保守管理という中身になろうかと思いますけども、

事業の全体量、それで、例えば総延長とか、令和 2年度にはそのうち何メートルやるのかということだとか、これは

総延長に関わりますけども、年次のメーターによったら、何年でこれを仕上げていくのかというとこら辺があると思

いますので、そこら辺の考え方と内容をお聞きしたいと思います。 

 2 点目でございますけども、同じく 137 ページの森林経営管理事業というのがございます。これは森林の保全とい

うことになろうかと思いますけども、森林所有者の意向調査ということを説明の中でありますけども、この意向調査

をいつごろどのぐらいでやるのかということがございますけども、市内の森林の総面積で市有地、民有地に分けると

どのぐらいの数があるのかと。そして、民有地の中で森林の所有者数、筆数というんですか、所有者数がどのぐらい

いて、林業経営としてその中で成り立っている規模とか数とかというとこら辺がどのぐらいであるのかどうかという

ところですね。それとあと、この費用等については森林税との関係もありますから、そこら辺の関連性についてお伺

いをしたいと思います。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 及川農政課長。 

 

及川農政課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。まず初めに農業用排水路保全事業の全体量と令和 2年度の実施内訳に

ついてでございますが、事業全体量につきましては、現在、市内には 18路線、総延長約 29キロメートルの排水路が

整備されており、これら排水路のうち、施設の老朽化が著しく、コンクリート板等の補修が必要な路線や水路内に堆

積した土砂を取り除く必要がある路線などについて、今後、継続的にかつ計画的に修繕や維持管理を行っていくもの
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でございます。 

 令和 2年度の事業実施内訳につきましては、老朽化が著しく、豪雨等による畑への浸水被害が最も懸念されます。

南の里幹線排水路ほか 2路線、総延長約 8キロメートルにつきまして、修繕及び床ざらいを予定しているところでご

ざいます。なお、事業費 1,700万円を令和 2年度予算として計上しているところでございます。財源につきましては、

防災・減災、国土強靱化のための 3か年緊急対策と連携して設けられました緊急自然災害防止対策事業債を活用し、

事業を進めていくこととしているところでございます。 

 次に、森林経営管理事業に係ります委託仕様の内容などについてでございますが、当該委託業務につきましては、

樹種や森林の密度など森林の状況を把握するための林相判読及び森林所有者への意向調査に必要となる所有者個々の

森林に関する基礎資料の作成などの業務を行うものであり、専門的な知識や高度な技術を必要とする調査分析業務で

ありますことから、森林経営等に精通した事業者へ業務を委託するものでございます。なお、財源につきましては、

森林環境譲与税基金を活用することとしております。 

 また、ご質問のございました北広島市の森林面積についてでございますが、森林面積全体では 4,347ヘクタール、

このうち民有林は 3,703ヘクタールとなっているところでございます。また、このうち人工林は 1,096ヘクタール、

私有林は 561ヘクタール、市有林につきましては、535ヘクタールとなっているところでございます。 

 施業に適した森林等がどれぐらいの割合であるかというご質問がございました。それにつきましては、今回行いま

す委託の結果等から判断してまいりたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。 

 

山本副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 農業用水の排水路の関係でございますけども、来年度は 3路線になりますか、ほか 2ですから 3路線で延長 8キロ

ということでございますけども、大体 1年次のめどが大体 8キロだったら、3年、4年程度でこれを全部やるという見

込みでいるということでの理解でよろしいでしょうか。 

 それともう一つ、森林経営管理事業でございますけども、ぜひとも専門家にしっかりとその辺を見ていただいて、

やはり自然涵養林が多い土地柄だというふうに思いますけども、やはり民有林もしっかり管理をしていかないと荒廃

をする中で、せっかくの自然なども破壊をされるということになったらまずいと思いますので、そこら辺きちっと管

理の状況を把握していただきまして、ある程度、業にもしっかり結びつけるようなとこら辺というのはどのくらいあ

るのか、それが市の税制面でも発展に寄与する一つの材料にもなると思いますので、そこら辺しっかりやっていただ

ければというふうに思います。 

 

山本副委員長 

 及川農政課長。 

 

及川農政課長 

 再質問のうち、排水路保全事業についてお答えさせていただきます。こちら保全事業につきましては、やはり排水

路の路線によりまして、どうしても土がたまりやすい路線ですとか、そういうような路線もございます。逆に、年数

をたちましても、なかなか流れがよくて、傾斜があって土がたまりづらい排水路とかもございます。毎年度実地の調

査を行いまして、優先的に必要箇所について維持管理してまいりたいと考えているところでございます。以上でござ

います。 
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山本副委員長 

 ほかに。 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私のほうからは、農業振興、市民農園、そして直売所、農業後継者、グリーン・ツーリズム、6次産業化というよう

なことで、予算書上では 133ページと 135ページ、附属資料では 32ページと 33ページの関係についてお伺いをいた

します。 

 北広島市の農業に関わる市民というのは、他の市町村から見れば極めて少ない作付面積なのかなと考えています。

北広島市民は、つくるというよりも食べるを主眼にした消費者の感覚で今までいるわけですけども、隣まちの恵庭市

や南幌町、長沼町、江別市などは生産地としても高い実績を上げていると思っております。ただ、2023年春のボール

パーク事業の広がりを見据えて、食べるものを生産するという観点からいえば、過日新聞にも出ていましたが、北広

島市議会側にも先ほど述べた自治体、町議会の議員有志の皆さんとこういう問題についても話合いをして、今後、お

互いにやっていこうという趣旨のことを記載をされておりました。そうすると問題は、いろいろな意見交換をやって

も、やるかやらないかという具体的な話になったときに市役所側の応援の姿勢、とりわけやるという言葉が大切だと

思ってございます。その点に関する来年度予算はまだ早いと見ているのかどうかわかりませんけれども、どういうふ

うに措置をされているのか、1点目お伺いをしたいと思います。 

 農業は、ひところまでも便利なところというよりも田舎でやるものだというようなのが一般的でしたけども、最近

は便利な都会の真ん中だとか都会の近郊でやるものだというふうに、その在り方が変わってきていると思います。だ

からこそ、便利な都会や近郊であれば、農業後継者、新規の担い手が出てきたとしても何ら不思議ではないというふ

うに思います。一方、グリーン・ツーリズムをやってはいるものの、規模はやっぱりちょっと小さいのではないかと

思いますし、期間が限定をされております。23年春にオープンするボールパーク事業も、当初はあんなところで本当

に大丈夫かというような意見もありましたし、夢のような話だというようなことも聞かれたわけでございますけども、

やっぱり日ハムの構想には、それなりの説得力があって、構想化事業というように、本格的に今年の春から工事も始

まるわけでございますけれども、私的にかかわっている NPOのシンポジウムなども一昨年開催をされて、地元の皆さ

んにも、今、日ハムが計画をしているボールパーク構想がこういうものだということをお聞かせをいたしましたけれ

ども、そのとき、私も勉強したつもりではいますけれども、私なりに勉強して、今こそやっぱり北広島でこれから新

しい事業として何が適切なのかというような判断をした際に、西地区で道の駅の構想があるやに聞いておりますし、

過日の本会議でも捉えている議員の方もおいででございましたので、こういうものを含めてつくった人、それからそ

れを売る人などがやっぱり先頭に立って意欲的に農業に携わることができればと思いますので、そうした取組に関す

る予算の内容を今後充実をさせていけばいいなと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。 

 

山本副委員長 

 及川農政課長。 

 

及川農政課長 

 沢岡委員のご質問にお答え申し上げます。農業振興等に関する来年度予算の措置状況についてでございますが、市

では農業振興奨励事業による農畜産物の生産振興、農業次世代人材投資事業による新規就農者への助成や、その他の

事業による農業用機械設備等の整備に対する助成、農地改良等への助成、6 次産業化やグリーン・ツーリズム等の取

組への助成など、市の単独費に加え国や北海道の補助金等を有効に活用し、様々な支援を行ってきたところでござい

ます。 

 令和 2年度予算につきましては、農業次世代人材投資事業において、この春から新たに就農を始める農業者への助
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成金 225万円を計上したほか、新規事業でございます緊急自然災害防止対策事業債を活用した農業用排水路保全事業

において、生産の基盤となる圃場への集中豪雨等による農業被害を防ぐため、経年劣化が進んでいる排水路の補修や

床ざらい等の排水路の維持保全に係る予算といたしまして、新たに 1,700万円を計上しており、そのほか、これまで

市が進めてまいりました各種支援策につきましても、引き続き予算措置をしているところでございます。また、今後、

ボールパークの開業により多くの交流が生まれることが想定されますことから、農畜産物生産に対する支援はもとよ

りオール北海道ボールパーク連携協議会での食に関わる分科会の活動ですとか、6 次産業化等による新しい地場産品

の新規開発に係る取組及び施設整備などに対しましても引き続き支援してまいりたいと考えております。 

 次に、グリーン・ツーリズムの取組促進に関する来年度予算の措置状況についてでございますが、市では平成 30年

度に 6次産業化等支援事業補助金を創設し、生産者の 6次産業化等に係る商品開発や直売所、農家レストランなどの

施設整備を支援しているところでございます。現在、大曲地区に 6次産業化等により製品化された地場産品や市内の

農畜産物等を販売する直売所の整備及び富ケ岡地区に市内の農畜産物を活用した農家レストランの整備が進められて

いるところであり、令和 2年度予算におきましても、これら整備事業への補助金を計上しているところでございます。

直売所につきましては令和 2年 6月に、農家レストランにつきましては令和 2年 4月にオープンする予定となってお

り、生産者が主体となって事業を進めているところでございます。市といたしましては、今後もこのようなグリーン・

ツーリズム事業の先進的な取組に対しまして引き続き支援を行うとともに、後に続く生産者の意識醸成も図ってまい

りたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 今ほどそれぞれお答えがございましたので、私はぜひそれを積極的に進めていければというふうに考えています。

ただ、西地区の輪厚につくる予定というか、つくってほしいという地元の声も私なりに聞いていますので、この点だ

けは市長総括で、留保させてください。お願いいたします。 

 

山本副委員長 

 留保いたしますね。はい、わかりました。 

 ほかに質問ございますか。 

 青木委員。 

 

青木委員 

 私からは鳥獣による農作物等被害防止対策事業についてご質問いたします。予算書は 137 ページ、資料は 33 ペー

ジになります。予算書を見ると、経常予算は報酬ということになってございますけれども、資料の事業内容にありま

す鳥獣被害対策実施隊に対する報酬ということで理解してよろしいのか。もし、そういうことであれば、この金額の

積算の根拠についてお示しをいただきたいと思います。 

 

山本副委員長 

 及川農政課長。 

 

及川農政課長 

 青木委員のご質問にお答え申し上げます。鳥獣による農作物被害防止対策事業の予算計上額の根拠についてでござ

いますが、市、北広島広猟会、農協、普及センター等が構成メンバーとなっております北広島市鳥獣被害防止対策協
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議会が市を経由せずに国から直接補助を受け、事業主体として実施しております鳥獣被害防止総合対策事業につきま

しては、国の交付決定に伴う事業着手が 5 月下旬以降となりますため、4 月から 5 月下旬の事業着手前の期間におい

て、鳥獣被害対策実施隊によるエゾシカやカラスなどの有害鳥獣の駆除を行うため、当自治体の報酬を予算措置して

いるものでございます。令和 2年度予算計上額 14万 4千円の積算内訳といたしましては、エゾシカ出動分が 3万 6千

円、カラス出動分が 10万 8千円となっているところでございます。なお、参考までに令和 2年度の北広島市鳥獣被害

防止対策協議会が実施いたします国庫補助事業につきましては、継続事業として 297万 8千円を国に対し補助要望し

ているところでございます。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 ありがとうございます。報酬につきましては理解いたしました。 

 昨年の 12月の定例会で、エゾシカの捕獲頭数についてご質問させていただきました。昨年 11月末で北広島市内に

おいては 109頭の捕獲があるということでご報告をいただきましたけれども、その後、市内でエゾシカの駆除の要請

というようなお話は寄せられているのかどうか、もしありましたら件数もわかりましたら、ちょっとお知らせいただ

きたいと思いますが。 

 

山本副委員長 

 及川農政課長。 

 

及川農政課長 

 再質問にお答え申し上げます。12月以降も出動要請がございまして、2月末の時点では 115頭エゾシカについては

捕獲しているところでございます。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 以上で経済部、農業委員会事務局所管の農林水産業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 11時 09分 

再 開  午前 11時 09分 

 

山本副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に商工労働費の質疑を行います。ただし、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は除

きます。 

 それでは質疑を受けます。 

 木村委員。 

 

木村委員 

 それでは 2点質問させていただきます。最初に予算書 141ページ、附属資料 35ページ、観光振興事業についてお伺

いします。この観光振興事業というか、観光協会のことに関しては代表質問とかいろいろされてお聞きしていますけ
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ども、また今現在、庁舎の 4階で事務局を置いて準備をされていると思いますけれども、最初に平成 31年度は 912万

5 千円で新年度は 1,592 万 4 千円となっているのはどうしてかということと、今、法人化に向けた取組を支援すると

ありますけども、現在の進捗状況をお伺いします。 

 もう 1点ですけども、次に買物不便者対策事業についてお伺いします。これに関しては予算書 141ページ、附属資

料 34ページです。平成 31年度の予算額は 130万 8千円で新年度は 5万 4千円と非常に低い数字になっているんです

けども、その減額になっているのはどうしてかということをお伺いしたいと思います。 

 

山本副委員長 

 松田観光協会担当参事。 

 

松田観光協会担当参事 

 観光振興事業に関しまして木村委員のご質問にお答え申し上げます。観光振興事業の予算増加となった理由につい

てでありますが、現在観光振興課に配属されております臨時職員が来年度は会計年度職員となるため、報酬などが 46

万 6千円の増加、次に観光協会を法人化に向けた取り組みの支援として事務費と事務局専任職員の 1名増加に伴う補

助金 533 万 3 千円の増加、次にいきいきふるさと推進事業助成金を活用したふれあい雪まつりの 35 周年記念事業の

実施により補助金 100万円の増加となり、観光振興事業の全体で前年度に比べて 679万 9千円の増加となるものであ

ります。 

 また、法人化への支援の取組に係る進捗状況についてでありますが、観光協会において今年の 1月から専任の嘱託

職員 1名が雇用され、現在観光振興課が所管している事務局の事務作業等の引き継ぎを進めているほか、協会では法

人化準備委員会を設け、法人の事業範囲や財政計画などの検討を進めているところであります。以上であります。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 木村委員のご質問にお答えを申し上げます。買物不便者対策事業につきまして、新年度の実施内容についてでござ

いますけれども、今年度作成をいたします市内店舗等の買い物サービスの紹介や店舗地図、バス路線マップなどを掲

載しました買い物サービス活用ガイドブックをもとに日常の買い物に関する利便性向上のため、引き続き市民の皆様

へ買い物に関する様々な情報の提供を図ってまいります。また、ガイドブックの内容紹介や実際に店舗等の方に直接

サービスを紹介していただきます買い物サービス活用講習会の開催を各地区にて予定をしているところであります。 

 新年度予算につきましては、ガイドブックの増刷や講習会の開催経費につきましては、市と事業者の連携協力によ

る実施のため費用は生じない予定でありますことから、買い物サービスの周知関連で必要となります事業費 2万 5千

円と役務費 2万 9千円を計上しているところでございます。このほか、生活協同組合コープさっぽろと連携した取組

といたしまして、北広島団地地区の一部で運行しております移動販売「おまかせ便カケル」につきましても引き続き

実施をするとともに、地域と密着した持続可能なサービスとなりますよう利用促進 PRに努め、生活協同組合コープさ

っぽろ等と運行ルートの見直し等について意見交換を進めてまいりたいと考えております。以上であります。 

 

山本副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 最初に観光振興事業についてですけども、現在の取組の進捗状況は理解しました。法人化準備委員会において、事
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業の内容、法人可能時期などが検討されていくと思いますけれども、今後、ボールパークの開業も控えまして、観光

協会の役割はますます重要になってくると思います。市には観光協会の自立、法人化に向けた取組への支援をしっか

り行っていただいて、適当な時期に議会のほうにも情報提供していただくようお願いして、観光振興事業の質問はあ

りません。 

 次の買物不便者対策についてですけれども、先日建設文教常任委員会で配付されました資料を読ませていただきま

した。それで、今のところ令和元年 9 月から、当初よりは若干利用者の減少傾向にあるということで、ただ、1 人当

たりの単価は微増している状況であるとの実施状況がわかりました。それで、今後の検討として今も課長のほうから

お話がありましたけども、運行ルートの見直し等も含めコープさっぽろと意見交換を進めていくということなんです

けども、せっかく実施してきて定着してきていることもありますので、今のところは変更しないで、そのまま今の買

い物されている方がもう定着されていますので、ルートを変更しないでいただきたいと思います。要するに、今後の

見直しを含めてどのようなことを考えているのかお伺いします。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 再質問にお答えを申し上げます。移動販売の運行ルートにつきましては、北広島団地地区の一部で運行を行いなが

ら利用者数や売上金額の状況などを分析するとともに、コープさっぽろと定期的に意見交換を行っているところでご

ざいます。現在基本的に週 2回同じルートを回っているところでございますが、例えば利用の少ない場所を週 1回に

して、残りの 1回でこれまで回っていなかったエリアを追加するなど、現在運行しているエリアは継続できるよう運

行ルートの見直し等について引き続きコープさっぽろ等と協議を行ってまいります。以上であります。 

 

山本副委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 わかりました。ありがとうございます。それで、これから利用もさらに周知して、利用者が増えるといいと思いま

すけども、今若干スタート当初よりは減少しているということですけども、例えばこれより本当に利用者が減ってき

た場合、減ってきても、この事業は、移動販売車は継続していただきたいと思いますけども、その点について再度お

伺いします。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 移動販売の今後の部分でございますけども、今年に入ってから冬期間ということもございまして若干増加傾向にあ

りまして、1 人当たり単価も微増している状況になってございます。移動販売を持続可能な取組としていくには多く

の市民の皆さんに利用していただくことが重要と考えております。市としましては、移動販売で取扱っておりますお

勧め商品などを紹介する定期的なお知らせチラシの発行、配布や消費者協会、民生委員、児童委員、自治会・町内会

など、地域の皆さんのご協力をいただきながら、利用促進のための PRを徹底してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 今後も継続を前提として、コープさっぽろ等とどういった見直しの仕方が今後継続して取組を進めていく上で必要
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かということを十分に協議しながら、継続に向けて協議を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかに。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 1 点だけ質問します。今、木村委員のほうからも質問がありましたけども、今回も今年度の予算が 5 万 4 千円とい

うことで、主に内容は買い物サービス活用ガイドブックの配布と講習会の実施ということになっていると思うんです

が、どちらかというと周知のみの予算といったらおかしいですけど、そういう形で新たな打ち出しというのが感じら

れないんですね。私たちは市民の声を寄せられていますけども、やはり市民の声の中で一番大きいのが買い物をどう

したらいいか、買物不便者対策ということが非常に各地区で寄せられております。今後、第 6次の総合計画におきま

してもこのことというのはポイントになると思いますけども、今後の展開として、コープさんのほかに何か大きなこ

とを考えているとか、そういう計画とかあるのでしょうか、ちょっとお尋ねします。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 人見委員のご質問にお答えを申し上げます。買物不便者対策につきましては、平成 30年度にアンケート調査を実施

いたしまして市民の皆さんの支援ニーズを整理をしております。支援ニーズといたしましては、買い物サービスの利

活用、近所で買い物できる場の確保、そして利用しやすい移動手段の確保ということで、三つの区分に整理をしたと

ころでございます。この中で、近所で買い物できる場の確保といたしましては移動販売の運行、これを継続してとい

うことで考えているところでございます。利用しやすい移動手段の確保といたしましては、昨年団地地区と東部地区

を結ぶバス路線の運行などもございました。また、西の里、大曲を結ぶ路線の実証運行などもございますので、そう

いった地域公共交通網形成計画の検討中で連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。そして、買い物

サービスの利活用につきましては、先ほど申し上げましたとおり、まず市内の店舗等の買い物サービス、既存の買い

物サービスをより多くの市民の皆さんに知っていただくことが重要と考えておりますので、ガイドブックの作成、配

布と買い物サービス活用の講習会を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上であります。 

 

山本副委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 今の説明、ご答弁の内容は理解いたしました。ただ、この買物不便者というのは、もう本当に市民の生活において

非常に重要な問題に、これからますます高齢化ということになってきますので、この件におきましては市長の見解を

伺いたいので、留保させていただきます。 

 

山本副委員長 

 ほかに。 

 小田島委員。 
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小田島委員 

 2 点ほど。今の買物不便者対策事業の関係で各委員からもご質問ございましたけれども、今ほど林課長のほうから

もご答弁ありましたけども、買物不便者の調査をしましたよね。それでスーパーとかそこら辺のところから 500メー

ター超のところの団地とか、そこら辺の人たちのあったと思うんですけれども、それが何か所かありましたよね、市

内でね。その分が今回の対策で、その人たちのニーズに対してどのようにその対策を返してきたのかどうなのか、そ

こで課題が整理されたのかどうなのかというところら辺というのは、やっぱりきちんと精査をしていく必要があるん

じゃないかなというふうに思いますけども、そういった事業がこの 5万 4千円という新年度の事業の中でそういうこ

とも含めてやろうとなさっているのかどうかですよね。それだとか、新しい団地・東部線ができたけれども、ショッ

ピングモールの前に停まりましたけれども、皆さんそこでの乗降の雰囲気で少しでもそれが改善されたのかどうかと

いうとこら辺もあろうと思いますので、1 回それはきちんとローリングをして、返すものは返すというお考えがある

のかどうなのか、そこをちょっとお聞きをしたいと思います。 

 それから、観光振興事業ですけれども、法人化の準備委員会をつくりますということがありましたけれども、やは

りこれはいろんな場で指摘をされていると思いますけども、一応いろいろ協会、団体が市役所の中に事務局を持つと

いうのはやっぱり避けるべきであるという意見もこの間ずっとあったというふうに思うんですね。やはり市のスタン

スとして、法人化に独立をさせるといったときに、事務局というかそこをどこに置くかというとこら辺のやっぱりき

ちんとしたスタンスを持ってその準備委員会に臨まないと、当面独り立ちできないから市役所の中で持ってくれとい

うことになると、やっぱり観光協会ですから、出先をどうするかというところもあるかもしれませんけども、一つの

器の中できちっと対応していくことになれば、観光客の皆さんの利便性をわざわざ市役所に来ないと観光情報を得れ

ないのかどうかというところもあると思いますので、そういう意味では、私も質問の中でもしましたけれども、例え

ば利便性のある駅周辺にきちっと確保して、そこにもう置くという、そういった基本的な考え方をしっかりと整理を

して望まなければ流されてしまうと思うんですね。ですから、それは順調に推移をしないとボールパークの開業まで

には間に合わないと。せめて 1年前ぐらいにはしっかりとしたそういった対策というか、場所も含めて対応できると

いう、その現実化に向けてどのようなスタンスでいくのかということの考え方をいま一度お聞きしたいと思います。

以上です。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 小田島委員のご質問にお答えを申し上げます。買物不便者対策事業についてでございますけれども、平成 30 年度

に実施をしましたアンケート結果に基づきまして、アンケートの内容としましては、回収率が 69.9％と非常に高い結

果となっておりまして、その中でアンケートの時点では不便を感じている方は 29.1％という結果となっております。

その中で支援ニーズの設問もございまして、支援ニーズの集計結果をまとめた中で買い物サービスの利活用、近所で

買い物できる場の確保、利用しやすい移動手段という三つの支援区分に整理をしたところでございます。これに基づ

きまして、地区別のニーズも含めて、買い物サービスの活用ガイドブックの作成と講習会の開催、そして移動販売の

継続実施、そして移動手段の確保としてバス路線の改変等を公共交通の検討ということで進めているところでござい

まして、バス路線の利用の関係につきましては企画財政部と連携を図りながら利用状況等も分析をして進めてまいり

たいと考えているところでございます。今後も、様々な支援策の検討も進めながら、例えば宅配サービスにつきまし

ても新規に参入してくる事業者等もございまして、取り扱っている商品の内容ですとか、あと配達の日数ですとか利

用料とか、そういった部分で異なる、事業所ごとに異なってくる部分もございますので、できる限り情報提供を広く

し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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山本副委員長 

 山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。まず、観光協会につきましては市の観光施策の実行部隊ということと

今後の地域資源を活用した新たな発想の事業展開、そういったものを今事務事業を精査いただいて検討いただいてい

るところでございます。市の役割としましては、やはりお話のあったとおり、観光の基盤整備といったところであっ

たり、推進体制の整備、そういった部分をしっかり我々のほうで検討して、あるいはその協会なり運営の支援という

形になるかと思っています。今、事務事業を精査している状況でございますけれど、しっかりそこら辺は市としても

かかわった中でご支援させていただきたいと考えています。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかに。 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私のほうからは、観光振興についてお伺いをしたいと思います。予算書は 141ページ、資料は 35ページにある中身

です。まず、観光の振興というふうにいっても、今は新型コロナウイルス問題が地元もそうですし、道内、それから

全国、そして東南アジア、世界というふうに地球規模で問題になっておりますので、今さら何をがいわんやというふ

うに思っています。そうすると当然、政府や国や道庁が目標としていた新年度のインバウンドの目標数値は、たとえ

目標といっても到底到達できないような中身になっております。北広島市内のホテルなども日本を訪問するインバウ

ンド、とりわけ中国だとか韓国だとか台湾だとか、そういうところは入国すらできないというか、2 週間待たないと

だめよというような状況ですので、道内に、そしてまた北広島に来るようなインバウンドのお客さんがもう激減をし

ているというか、ほとんど皆無だというような状況が現在続いているわけでございまして。せっかくオリンピックが

札幌市でマラソン、そして競歩が開催をされますけれども、そういう意味でのインバウンドは激減をするであろうと

いうことは容易に想像つくわけでございまして、早くこのウイルス問題が鎮静化してほしいなと思っています。 

 そこでお伺いをいたしますが、訪日インバウンド頼みから、やはりこれは国内の、とりわけ道内とか、それから全

国いろいろな地域から来るお客さんを拡大するというような取組が一定程度これはもう大切だと思いますので、そう

すると今のこの予算書上の項目だけでいいのかどうか、この点はいかがなものでしょうか。 

 

山本副委員長 

 山田観光振興課長。 

 

山田観光振興課長 

 沢岡委員のご質問にお答え申し上げます。観光振興の取組につきましては、受入れの充実などを図るため、観光協

会の法人化に向けた取組への支援のほか、国内誘客については、従来から実施している都市型観光推進事業やサイク

ルツーリズム等観光整備事業によって様々な媒体を通じた情報発信、札幌市内や首都圏等での観光プロモーションを

行ってまいりたいと考えてございます。また、インバウンドの誘客につきましては、札幌連携中枢都市圏やゴルフツ

ーリズムなどの広域連携による取組を継続して実施してまいりたいと考えてございます。現在、本市の来訪者につき

ましては北海道観光入込客数調査では道内客が 8割以上占めている状況でございまして、引き続き本市への来訪着地

につながるよう国内外の観光ニーズに対応した都市型観光の取組を推進してまいりたいと考えてございます。また、
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2023年に開業を予定しておりますボールパークがもたらす価値や魅力などを新たな観光資源として、近隣自治体や北

海道などと連携して観光のまちづくりを推進してまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡信員 

 今お答えがございました都市でございますから当然都市型の観光推進事業などを充実をさせていただきたいと思い

ますし、今、当面問題になっている新型コロナウイルスの問題が片づくまで、日常的には一般家庭も含めて、ついこ

の間のような形がもう 1回再開になるのかと思いますけれども、今は市役所もそれから議会側も市民の方もじっと耐

えているというような状況でございますので、これが早く片づいて日常生活が戻ってくるような形を心からお願いを

したいというふうに考えていますので、ぜひよろしくお願いをいたします。終わります。 

 

山本副委員長 

 ほかにございますか。 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 自分のほうからは 1点、予算書 138ページです。建設業者の働き方改革についてちょっと質問させていただきます。

現在、北広島に限ったことではなくて、建設業者自体、仕事があっても受注することは難しいという話を業者の方か

らのお話をよく聞きます。それは現場の職人が少ないこと、受注しても仕事がこなせないので仕事が受けられないと。

人を募集しても応募がないということがあります。今の若者というのは、お金も大事ですけども休みを重視する傾向

があるということで、建設業界には就職する人が少ないと言われております。夏場には日曜日しか休みがない、冬場

になるとまとめて休みがとれるので、年間通すと大体とんとんになるんですけども、それでも若者が来ないというこ

とでございます。北広島発注の工事について、週休 2日制を原則として発注できているのかどうなのか、また、現在

の工事発注では、休日についての取り決めというのはどのようなことになっているのかお聞きいたします。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 大迫委員のご質問にお答えを申し上げます。市の建設工事につきましては、基本的に北海道の積算方法に準じて設

計、発注業務を行っているところであり、従事者については、週休二日となる積算内容となっております。工期につ

きましてもそれに応じた期間としているところでございます。以上であります。 

 

山本副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 わかりました。現状の発注のときに、契約のときに週休二日原則としておりますけれども、市の発注工事において

週休二日になっているのかどうなのか。実際にそうなって仕事されているのかどうなのかという報告書など、そうい

うので確認はできているのか、そういう報告書まではとれていないのか、お聞きします。 
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山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 再質問にお答え申し上げます。工事着工後につきましては、定期的に報告書の提出を受けており、当初の計画と実

績について確認をしているところでございます。以上であります。 

 

山本副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 わかりました。市発注の工事については週休二日を原則としてやって、確認もとれているので安心ですけども、民

間発注の工事に市がどこまでタッチできるのかわかりませんけども、工期を週休二日でできるような発注をするよう

な要請をできればなというふうに思います。その結果、若者がこういう業界に入ってきて、働きやすい環境づくりを

していただければと思いますので、これは要望しておきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかに。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは、2点ほどお聞きいたします。まず商工振興経費、139ページ、この中のページ数に該当する話になるんで

すが、就職氷河期世代に対しまして国としまして就職促進のための正社員に採用する企業へ 60 万円の補助金を出す

という制度が決まりました。市内の企業に対してこの制度の周知はどのようにするのか、まず市の取組についてお聞

きします。 

 2 点目、中小企業等融資事業、139 ページ、これは毎年聞いておりますが、中小企業等融資事業の令和元年度の件

数、それから平均融資金額、それから運転設備等々の傾向はどうなのか、それから令和 2年度も大体同じような見込

みで推移する予定なのか、お聞きをいたします。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 藤田委員の質問にお答え申し上げます。就職氷河期世代に対する国の助成金、個人への PRと市内企業への PRにつ

いてでございますが、制度の対象につきましては、35 歳以上 55 歳未満で失業または非正規雇用者の方をハローワー

クまたは民間の職業紹介事業者の紹介で正規雇用労働者として新たに雇用した事業主となっております。対象者及び

対象企業につきましては雇用時の届出においてハローワークが把握をしているところであり、対象となる場合にはハ

ローワークから直接企業へ案内を行う予定であります。周知につきましては、ハローワークにおける求職者向けと企

業者向けの周知チラシの配布のほか、市におきましてもジョブガイド北広島や市ホームページ等で周知に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、中小企業等融資事業の今年度の件数、内訳、平均融資額等でございますが、今年度新たに事業者が融資を受
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けた状況につきましては、1月末現在で件数が 119件、融資額が 12億 5,794万円となっているところであります。種

類別の実績につきましては、運転資金が 71件で 9億 5,550万円、設備資金が 18件で 1億 7,374万円、小口企業資金

が 30件で 1億 2,870万円となっております。融資額の平均につきましては 1件当たり 1,057万円となっております。

新年度の融資見込みにつきましては、経済情勢などの影響もございますので、現時点で正確な数値を見込むことは難

しいことから、当初の予算では件数を 100件、融資額を 10億円で見込んでいるところでございますが、毎月の融資状

況を確認しながら、見込みを超える状況になった場合には金融機関等と協議を行い、対応してまいりたいと考えてい

るところであります。以上です。 

 

山本副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。じゃあ再質問は就職氷河期のことだけ。これは今、課長から説明がありましたハローワーク経由で

この情報がもたらされるということで、そういう意味で今まで非正規で働いてきた方が正社員になる一つのチャンス

でもあり、また企業にしてみるとそういう方を採用すると 60万円の補助金が入るということで、そういう意味では、

求人と、それから就職のバランスがうまくとれれば、いい事業なのかなと思いますので、そういう意味で、とにかく

そういう就職氷河期の方にできる限り情報がわかりやすく伝わるように、市としての PR、それから企業への働きかけ

を含めて、今後どうしていくのか、それを聞いて終わりたいと思います。お願いします。 

 

山本副委員長 

 林商工業振興課長。 

 

林商工業振興課長 

 再質問にお答え申し上げます。周知の方法につきましては、市におきましては、先ほど申し上げましたとおり、市

のホームページでの周知、またジョブガイド北広島でのチラシの配布と直接のご案内を考えているところでございま

す。また、それ以外につきましては、求職者につきましては、現在ハローワークの求人検索サービスの中で求職者が

直接この制度の活用意向がある企業を調べることが可能となっているところでございます。また、求職者がこの助成

金を利用した職業紹介をハローワークなどに希望することができ、ハローワークなどが行う通常の職業紹介の中で求

職者が対象要件に該当する場合にも求職者本人に対して制度活用の案内をしているところでございます。対象要件に

該当する求職者がいた場合には紹介企業に対しても制度活用の案内をしているところでありますことから、本制度の

活用を希望する全ての求職者及び求人企業に対しましては周知が行われる仕組みとなっているところでございます。

以上です。 

 

山本副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。そういうことで、そういう仕組みがほぼでき上がっているということですから、できる限り、本市

にすれば商工会という経済団体もありますから、そこの関連企業さんにもこういうような情報をできる限りしっかり

周知して、お互い、非正規の方、それから求人している企業さんとのマッチングがうまくいくようにぜひ努力してい

ただきたいということを要望して終わります。 
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山本副委員長 

 以上で経済部所管の商工労働費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  午前 11時 44分 

再 開  午後 1時 00分 

 

山本副委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 土木費の質疑を行います。 

 質疑ある方は手を挙げてください。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、3点伺います。まず予算書 149ページの土木事務所移転整備事業ですが、2億 9百万円ほど計上されています

が、こちらは先般の建設文教常任委員会でも示されておりますけれども、具体的な事業費内容の詳細と、あと入札時

期などについては建設文教常任委員会でちょっと示されなかった記憶がありますので、そちらについても伺いたいと

思います。 

 次に、除雪費ですけれども、通告書を上げたときには雪がちょっと少ない状況でしたので、その除排雪事業者への

支援の拡充ということで求めたんですけれども、このような状態になりまして、昨日所長のほうからも大体例年より

も、たしか超したんでしょうかね、というお話を伺いましたので、これについては、今後、もし雪が少なくなってい

った場合の事業者への支援の拡充というのはどのように考えているかというところで伺いたいと思います。あわせて、

雪対策基本計画がつくられていくことと存じていますけれども、こちらの策定関連で具体的なスケジュールなどがわ

かっていましたらお示しください。 

 三つ目に道路新設改良費、予算書 152ページから 155ページになりますが、こちらは市道整備事業で 4億 3,300万

円、ボールパーク関連で 28億円、そして生活道路整備事業で 1億 7千万円ほどが計上されていますが、こちらの具体

的な事業内容に係る費用について伺います。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。まず、土木事務所移転整備事業の予算費目の詳細につきましては、令和

2 年度の予算といたしましては公有財産購入費では用地買収、委託費としまして現況測量、実施設計、用地確定測量

委託、役務費といたしまして建築確認申請手数料、それと構造計算適合判定手数料、工事費といたしまして調整池等

の一部粗造成工事となっております。 

 入札時期につきましては、委託費につきましては来年度のなるべく早い時期を考えておりますが、おおむね 5月か

6月ぐらいになるかと考えております。工事の入札につきましては、設計ができ次第、入札を考えております。 

 続きまして、雪対策基本計画策定に係るスケジュールでございますが、こちらにつきましては、令和 2年度につき

ましてはアンケート調査の実施を予定しております。計画の策定自体は令和 3年度末を予定しております。以上でご

ざいます。 
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山本副委員長 

 平川建設部長。 

 

平川建設部長 

 私から、除雪費の最低保障の見直しについてご答弁をさせていただきます。今年度につきましては 8割を超えると

いう予測ができますことから、今年度中の見直しにつきましては見送ることとしたところでございます。また今年度

の 12月、1月には降雪がほとんどなかったように、極端に降雪が少なくなり、除雪業務の実績が上がらない状況が今

後発生する可能性があると考えております。このことから継続的な除雪体制の確保を目的といたしまして、来年度へ

向け最低保障の拡充などにつきまして検討してまいりたいと考えております。以上であります。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 私のほうから市道整備事業及び生活道路整備事業の具体的内容についてご説明いたします。市道整備事業につきま

しては、国土交通省所管の社会資本整備総合交付金や防衛省所管の北海道大演習場周辺整備統合事業で道路整備を実

施する予定となっております。国土交通省交付金事業といたしましては、市道大曲椴山線、市道共栄南 1号線、市道

南 9号線の道路改良工事を予定しております。次に、防衛省所管の北海道大演習場周辺整備事業では、市道輪厚三島

線の島松中央橋から島松仁別線までの約 400メートルの歩道整備工事を予定しております。 

 次に、生活道路整備事業につきましては、東部地区と大曲地区の改修工事を予定しております。東部地区では、市

道稲穂通線、新富西 13番通線の合わせて 2路線、220メートルほど、また大曲地区では、市道緑の郷 4号線、南ケ丘

6号線、大曲ニュータウン 1号線、大曲緑陽線、合わせて 4路線、440メートルを施工する予定となっております。ま

た、市道緑の郷 2号線ほかの実施設計委託を 450メーターほど行う予定となっております。なお、生活道路整備事業

では、市道大曲緑陽線以外全て防衛省の調整交付金により実施する予定となっておりますが、市道整備事業並びに生

活道路整備事業におきましては、国の補助事業を活用して実施しての事業であることから、国の予算配分により変更

があるものと考えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 中垣ボールパーク推進室ボールパーク施設課長。 

 

中垣ボールパーク施設課長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。ボールパーク関連の市道整備事業についてでありますが、国道 274号へ

接続する新設のアクセス道路に係る道路や橋梁の設計、エルフィンロードとボールパークエリアを結ぶ新たな歩行者

専用道路に係る橋梁の設計などの委託料で 5 億 4,450 万円、4 車線へ拡幅する北進通や西裏通などの工事請負費とし

て 15億 6,790万円、4車線へ拡幅する北進通や国道 274号へ接続するアクセス道路の西裏線の公有財産購入費として

3 億 3,328 万 1 千円、4 車線へ拡幅する道路や国道 274 号へ接続するアクセス道路の西裏線の支障物件移転補償費と

して 4 億 1 千万円、その他事務経費などで 438 万円、合計が 28 億 6,006 万 1 千円となっております。以上でありま

す。 

 

山本副委員長 

 永井委員。 
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永井委員 

 では、まず道路新設改良費ですが、生活道路関係が 2020年度は東部地区と大曲地区を予定しているということで、

そのほかにも、まだ生活道路の補修改善などが必要な場所が残っているかと思いますが、そちらの残っている比率、

割合がどのようになっているのか、また、そちらのほうの残っている部分は今後 2020年度の中で必要である場合は随

時補正予算などをかけていくのかについて伺います。 

 ボールパーク関連の道路新設改良費ですが、これまでボールパーク構想が確定してからのこれまでの間で道路事業

にかかわった総額費用がどのように計上されているのか伺います。 

 除雪費に関しては、雪対策基本計画のスケジュールがわかりました。こちらはアンケート調査を行うということで

すが、大体 3千人ぐらいを対象にと伺っているのですけれども、無作為だと思うんですけれども、その町内会ごとに

もお知らせをするのかというところを伺います。 

 土木事務所移転に関しては、入札時期が委託関連は 5 月か 6 月ということで、工事にかかわる部分も 2020 年度内

に確定するのかというところを伺います。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 ただいまの永井委員の再質問にお答えします。生活道路の地区ごとの整備についてのお話ですけれども、今の現状

ですと、五つの地区に分けまして、団地地区、西の里地区、輪厚地区に関しましては整備率が 90％を超えております。

先ほど言いました東部地区と大曲地区に関しましては、これらの三つの地区に比べて整備率が低いということと、現

状を把握した中で整備の優先順位が高いものと判断して、今年度に関しましてはこの 2地区を選定いたしました。以

上です。 

 

山本副委員長 

 平川建設部長。 

 

平川建設部長 

 生活道路の 2020 年度、令和 2 年度の急遽整備が必要となった場合の予算についてお答え申し上げます。基本的に

は市内全域を計画的に順位をつけて予算措置を行っておりますことから、新たに途中でここが必要だという機会はそ

う簡単に生まれないのかなと考えておりますけども、急遽出てくるようなことになれば、まず修繕とか通常土木事務

所でやっております路面舗装の修繕等で対応させていただきたいと考えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 永井委員の再質問にお答え申し上げます。雪対策基本計画の策定事業につきまして、アンケート調査でございます

が、こちらにつきましては 3千人の無作為というところでございますが、各町内会長さん宛てにもアンケート調査を

実施したいと考えております。 

 それと、続きまして土木事務所移転整備事業につきまして、工事費につきましては先ほども申し上げましたけれど

も、委託の設計ができ上がってからの実施となりますので、令和 2年度内に着工をしたいと考えております。以上で

ございます。 
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山本副委員長 

 中垣ボールパーク推進室ボールパーク施設課長。 

 

中垣ボールパーク施設課長 

 再質問にお答え申し上げます。ボールパーク関連の市道整備事業に係る今までの事業費の総額についてであります

が、平成 30年度から今年度執行見込額までの合計としまして 12億 2,724万 7千円となっております。以上でありま

す。 

 

山本副委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、除雪費関係ですが、アンケート調査を行った後も町内会や自治会などでのアンケート調査をもとにした地域

懇談会みたいなものを開いていただきたいと思うんですけれども、そちらについての検討はどのようにされているの

か伺います。 

 ボールパーク関連でこれまで 12 億 2,700 万ほどかかってきているということで、さらにこのたびボールパーク関

連で 28 億円という予算が組まれておりますので、これからさらにやはり増えていくのではないかという懸念も市民

の中からは上がっております。また、この拡幅によって、今あります平和の灯公園などの敷地の変動なども起こって

くるのではないかと考えますが、やはりそちらのほうは十分に市のほうでも注意をしながらやっていっていただきた

いと思いますが、見解がありましたら伺います。 

 土木事務所に関しては了解いたしました。再質問なしです。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 永井委員の再質問にお答え申し上げます。雪対策基本計画の策定にアンケート調査につきましては、その結果をも

とに令和 3年度に学識経験者等を招集いたしまして検討委員会を立ち上げまして、その中で策定しようと考えており

ます。そのための下資料としてのアンケート調査となっておりますので、そのアンケート調査の結果を受けて、町内

会等への地域懇談会等は現在のところ考えていない状況でございます。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 中垣ボールパーク推進室ボールパーク施設課長。 

 

中垣ボールパーク施設課長 

 お答え申し上げます。ボールパーク関連の道路事業費についてでございますけれども、こちらにつきましては今後

もしっかり注意してやっていきたいと考えております。また、平和の灯公園につきましては、一部芝生広場等が支障

になることが予想されておりますが、こちらにつきましても公園の全体の規模ですとかそういったものに配慮しなが

ら、今後、検討し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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山本副委員長 

 ほかにございますか。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 2 点お伺いいたします。一つ目は予算書 149 ページ、土木事務所の移転整備事業の関係でございます。これは、さ

きの建文常任委員会の中で資料をいただきましたけれども、この中でまず一つには、今のところと次のところの用地

の敷地面積というのが、今は 9,240、次は 2 万 5 千平米ということで約 2.5 倍に拡大をされるということになってお

りますけども、その用地をどのように活用するか、その今のところで狭隘なのかどうなのか、どういう機能をそこに

持たせる予定でいるのかというとこら辺が何かあればお話をお聞かせいただきたいということと、それから選定の経

緯で既存市有地も含めて 8カ所から選定をされたということで、この場所に決まったときに 8か所というとこら辺は

どういうところだったのかということと、今の場所がこの地図を見ますと多分市街化調整区域内、そして地目はどう

なっているのかというふうになりますと、その用途変更などのスケジュール的なものをどのように進めていくのか、

そういった機関との協議というのがどういう形で進められているのかというところをお聞きをしたいと思います。 

 それから、もう一つは除雪対策経費でございますけれども、先ほども、昨日、一昨日と雪が降ったんで、おおよそ

例年の降雪量までには至っていないけれども、かなり近づいたと私も理解しておりますけども、やはり業者さんにと

っては機材を冬期間リースをしたりだとか、オペレーターの要員確保のための人件費をきちっと確保しておかないと

ならない部分だとか、また業者持ちのドーザーなどの維持費というとこら辺でいくと、やはり基準というか、最低保

障というとこら辺が設けられていると、70％というふうにもお聞きをしておりましたけども、今後検討するというこ

とでしたけども、大体そのめどというのはどのぐらいまでは最低保障としていくのかというところへの考え方があれ

ばお聞きをしたいと思います。 

 それからもう一つ、この中で工事請負費が計上されておりますけれども、その中身についてお伺いいたします。以

上でございます。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 小田島委員のご質問にお答え申し上げます。まず土木事務所移転整備事業につきまして、移転先の面積が現面積よ

りも大きくなっている理由といたしまして、現在の土木事務所建設当時は現在のような仮設の除雪センターの設置を

想定しておりませんでした。現状といたしましては、冬期間は市職員や除雪の運転手さん等の駐車場の確保もできて

いないような状況にございます。加えて一部除雪車も車庫に入り切らなくて増築の車庫の中に入れている状況にござ

います。そのほかにも小型除雪機械や融雪剤、滑りどめ用の砂など、そういったものの保管場所にも手狭になってい

る状況でございます。また、除雪車両以外にも市バス、福祉バス、クマの捕獲用のおりも土木事務所で現在保管して

いるような状況でございます。そういった中で、今後、市の他の部署で何か物品等の保管が必要になった場合にも対

応ができるように広めに確保しているところでございます。 

 続きまして、選定した中の沢に決定したそのほかの検討の土地でございますが、既存の市有地といたしまして、青

葉浄水場跡地、富ケ岡の公園予定地、そのほかに民有地といたしまして、北の里で 2か所、西の里で 2か所、大曲で

1か所、中の沢の当該地の 8か所で検討させていただきました。 

 

山本副委員長 

 平川建設部長。 
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平川建設部長 

 私のほうから、土木事務所の移転にかかわる、例えば農地転用などのスケジュールといいますか、こちらについて

ご答弁申し上げたいと思うんですけれども、この前もお話ししましたけれども、まだ仮契約が済まされていない状況

ということもありまして、実際にここだというお話までは至っていないんですが、農地転用などは大体 2か月ぐらい

の期間がかかるということも押さえておりまして、仮契約になった場合にはすぐにそういう方向で手続を進めていく

ということで考えております。 

 それともう一つ、除雪関連で最低保障の目安、めどということでございますけれども、本市の場合は今現在 7割保

障ということで、こちらにつきましては、機械の損料、これは修理とか車検とかオイルとか、そういった経費に当た

るんですけども、こちらと、あと人件費ということで計算をして積み上げております。札幌市さんのほうが 6割から

8 割に今年度対応したということになってございますので、今のところ検討する方向性といたしましては 8 割という

ところを基本に検討を進めたいというふうに考えております。以上であります。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 ご質問にお答え申し上げます。除雪対策経費におけます工事請負費につきまして、来年度計上しております工事請

負費につきましては、来年度の冬から利用します東の里遊水地内の雪堆積場の整備費となっております。工事の概要

といたしましては、雪投入用ステージの造成、搬入路の整備、照明灯の設置となっております。そのほかに砂箱の設

置も 2基分この工事費の中には入っております。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 土木事務所の関係は大体わかりました。ぜひ速やかにといいますか、あと 2、3年後にはパークも開業しますし、そ

れまでの間しっかりと順調に進めていただければと思います。 

 あと、除雪費の関係は、8 割程度、最低保障額として積み上げて保障していきたいという方向性が示されましたの

で、ぜひ業者さんも大変当初からどうなるんだろうと思って、本当に心配していた声も聞こえてきますので、ぜひ 8

割というところら辺は非常に大きな値だというふうに思いますので、除雪事業を継続していくためにも予算を育てな

きゃならないという使命もあると思いますので、ぜひそういうとこら辺でよろしくお願いしたいとなと思います。 

 あと、工事請負費については、東の里ということで、今にある代替地をそこにするという方向でもう決定という理

解をしておりますので、スムーズに搬入できるようにご配慮いただければと思います。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 ほかにございますか。 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 1 点だけお聞きいたします。予算書 151 ページと 153 ページ、舗装補修事業と市道整備事業、関連してお聞きいた

します。道路のアスファルト工事についてですけれども、業者の方と懇談した際にお話をいただいたんですけれども、



R2.3.6【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 3日目 

 

33 

 

そのいい舗装、アスファルト工事をするにはやっぱり路面温度が上がっていないとなかなかいい舗装ができないんだ

というお話でした。路面温度が低いといい仕事ができないので、市道などの施工を路面温度が上がる 4月以降が望ま

しいということでした。今よくやっているのが、3 月の中でやっていたりはしていますけれども、新設道路であれば

冬期間の施工をした場合、仕上げ舗装は 4 月以降、路面温度が上がらない 3 月までは仮の舗装、路面温度が上がる 4

月以降に本舗装、仕上げの舗装をすると。アスファルト舗装や市道の新設工事などは 11月から 3月には施工せず、路

面の上がる 4月以降に施工はできないものでしょうか。年度を分けて発注することになるかもしれませんけれども、

そういうことが可能なのかどうなのかお聞きいたします。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 大迫委員のご質問にお答え申し上げます。まず舗装補修事業につきましては全面的な舗装修繕ということで、例年

5 月から降雪前の施工を目指して工事を発注しているところでございます。また、3 月の今ごろに舗装補修をやって

おりますのは、冬期間の凍結融解で道路上に舗装破損が発生し、車両のパンク等の事故が発生しないように維持管理

上の舗装修繕を行っており、破損箇所を発見後、早期の対応が必要となるため、この件につきましては 4月以降の施

工は難しいものと考えております。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 ただいまの大迫委員のご質問にお答えします。生活道路整備事業における舗装工事の発注時期、施工時期の件につ

いてでありますが、生活道路整備事業における舗装工事につきましては防衛省の調整交付金を活用していることから、

交付金の確定が春と秋の 2回ございます。このことから、秋に配分された補助金につきまして生活道路の舗装をやむ

なく冬期に実施したことがありますが、今後は舗装工事につきましては適切な時期に発注するよう努めてまいりたい

と思います。また、年度をまたいでの分離施工というお話もいただきましたが、舗装を 2層以上やる車道舗装に関し

ましては、1層の舗装を前年度、表層を翌年度ということも実際可能であると考えております。今までですけれども、

大曲ニュータウン 1号線に関しましては、舗装を翌年の予算で実行しておりました。そのために、防じん施工をする

ということで、経費のことも考えますと、1 層でも舗装を前年度に実施し、表層を翌年度にするということを検討し

ているところでございます。以上です。 

 

山本副委員長 

 大迫委員。 

 

大迫委員 

 そうですね、新設道路であれば、先ほど言われたようにほこりが舞わないように下地だけやっておいて、仕上げは

翌年度ということでやっていただければ、そういう形であればいい舗装ができるという話でございましたので、その

ようにしていただければと思います。それで、今時期の道路、所長が言われたように、ぼこぼこ、表層部分は凍害で

剥離していますけれども、パンクするぐらいのでかいところはやっぱり今やらなければいけないけれども、そうでな

いところは仮のだけちょっとやっておいて、暖かいときにやったほうがいいのではないかというお話でした。今時期

にやって補修をかけると、大体翌年も同じところが同じように剥離をするんですよね。ですので、そういうことをや
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っていると同じような予算をどんどん毎年毎年かけてしまうということもありますので、ちょっとその辺のやり方と

いうのは、できればちょっと工夫できればなと思いますので、要望として終わります。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかにございませんか。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私のほうからは二つの事業について質問いたします。一つが緑化推進事業です。予算書 157ページ、附属資料は 28

ページです。緑化推進事業は、緑化を推進するために、市民参加による植栽の取組や花のまちコンクールなどが開催

されているというところで、そして、この中で誕生記念樹贈呈事業というのが行われています。こちらについて質問

いたしますが、こちらはお子さんが生まれたときに記念樹として贈呈しているというところで、1 出産当たりにこち

らに係る経費、単価ですね、あと、こちら事業の取り組んできた経過についてお伺いします。 

 そして次に雪対策基本計画策定事業について質問します。アンケート調査を実施するということで、ただいま、こ

れまでの、さきに質問した委員の方からの経過でも大体理解いたしました。こちらでの質問が、アンケート調査が約

3 千人を対象に考えているということだったんですけども、こちらの対象者の中に障がいのある方に対しても、この

中に含まれて調査が行われるのかどうかというのを確認したいと思います。四肢もそうですが、様々な障がいのある

方にとって、雪が降ったとき、積もっていくときの雪の対策も、こういった方たちへの対策も重要ではないかと考え

ますのでお伺いします。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 私のほうから、誕生記念植樹の事業についてご説明いたします。誕生記念植樹事業につきましては、子どもの誕生

を祝い、健やかな成長と緑に親しむ心の育成を目指し、誕生記念樹を贈呈することを目的に、平成 6年度から子ども

の誕生を記念して、出生届をした市民に対し苗木や観葉植物の贈呈を行っている事業であります。単価の決定といた

しましては、市内の造園業者による見積もりにより毎年単価を決定しており、令和 2年度の単価といたしましては、

配送料込みで 1本当たり 3,100円を予定しているところであります。以上です。 

 

山本副委員長 

 人見土木事務所長。 

 

人見土木事務所長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。雪対策基本計画策定事業のアンケート調査につきまして、3 千人無作為

抽出ということで、その中に障がい者の方というのは、あえて抽出して選ぶ予定は今のところございません。おっし

ゃるように、障がいのある方の対応というのは個別の対応になるかと思いますので、そういったところからの意見の

聴取というのは、市の関係部局とも連携を密にして聴取を行っていきたいと考えております。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 鶴谷委員。 
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鶴谷委員 

 では、緑化推進事業についての再質問です。これまでの経過について理解いたしました。そして 1件当たりの支出

単価ということで約 3千円ということなんですけれども、こちらの緑化の、この記念植樹の取組、道内でもあまり実

施している自治体は少ないのではないかと考えますと、いい事業に取り組んでいると思っています。こちらの対象、

誕生記念の植樹としてやっているのですけども、提案なんですが、生まれたときに苗木をもらう方と、たしか植える

場所がない賃貸やマンションに住んでいる方には鉢植えの植物が送られていますが、お子さんが成長、大きくなるま

でに、おうちに鉢植えのものが送られても枯れてなくなってしまったりですとか、そういう実態もあるというのを伺

っています。また、苗木にしても育てるノウハウがなかなか備えていなかったりして、途中で枯れてしまったりとい

うケースも伺います。生まれたときもいいのかもしれないのですけども、小学校入学の記念ですとか、お子さんが成

長する過程において記憶に残る取組として、この対象を、配付のタイミングですね、記念の節目を検討してはどうか

と思います。また、お子さんに限らずとも、北広島市に自宅を新しく構えるときですとか、結婚したときですとか、

そういうふうに取り組んでいる自治体もありますので、今後、見直しを検討する際の参考にしていただきたいと思い

ますが、こちらについて見解をお伺いします。 

 雪対策基本計画策定事業については、市の関係部局とも、きちんと経由で情報を把握してということのお話だった

んですけれども、当事者の方たちの実感として、なかなか思うように要望していることが、なかなか整備や対象に反

映されている実感として少ないという声が寄せられていますので、その辺をきちんと本当に困っているところが解消

されるような情報の把握の仕方を、きちんと対象の仕方で取り組んでいただきたいということを要望として申し上げ

ます。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 ただいまの鶴谷委員の再質問にお答えします。誕生記念植樹の件ですけれども、委員お話のように子どもの成長過

程で記憶に残る取組ということになりますと、例えば先ほど言われたように配付時期を幼稚園の入園や小学校の入学

時期に変更することが考えられますが、誕生記念樹贈呈事業といたしましては誕生及び北広島市民となったお祝いと

いうことで事業を行っていることから、今後、どのような形でこの事業を続けていくのがよいのか調査検討してまい

りたいと思います。以上です。 

 

山本副委員長 

 次に質問の方、挙手をお願いします。 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 まずは 2点についてお尋ねをいたします。今回は現状認識と今後の対応ということについて主に質問したいと思い

ますけれども、予算書 146 ページ、1 項の土木管理費についてでありますけれども、国や北海道などとの道路整備に

関する渉外業務に関連して、予算書の 146、147ページの土木管理費についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 まずは広島公園通線と道道江別恵庭線が交差する地点の電柱は視界を遮って非常に、皆さんご承知のとおり危険な

状況がずっと続いております。通行の安全上どのように認識し、対策を検討しているのか、していないのかをまずお

伺いをしたいと思います。 

 続きまして予算書の 158ページ、都市公園整備事業のボールパーク関連事業についてでございますが、ボールパー

ク構想の中に道路拡幅に伴う平和の灯公園が約 4分の 1が縮減されるようでございますけれども、対策をどのように
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考えておられるのか、また併せて平和の灯をどのような経過で設置されたのかをお尋ねいたします。 

 

山本副委員長 

 中居庶務課長。 

 

中居庶務課長 

 ただいまの橋本委員のご質問にお答え申し上げます。ご指摘の交差点につきましては、本市においても交通量も多

く、また重要な幹線である道道江別恵庭線と市道とをつなぐ交差点であります。当該交差点に関しましては、道路管

理者である北海道及び関係機関等と現地確認の上、協議をさせていただきたいと考えております。以上になります。 

 

山本副委員長 

 中垣ボールパーク推進室ボールパーク施設課長。 

 

中垣ボールパーク施設課長 

 お答え申し上げます。4車線へ拡幅します西裏通による平和の灯公園の影響についてでありますが、幅が約 15メー

トル、面積は約 900平方メートル、公園面積が減少する予定でございます。平和の灯の灯火台は支障とはなりません

が、芝生広場やインターロッキングブロックの一部が支障となる状況であり、公園の機能や景観などへの影響を考慮

し、今後のあり方について検討を行ってまいります。以上であります。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 私のほうから平和の灯公園の設置に係る経緯についてご説明いたします。平和の灯公園は、市制施行にあわせ平成

8 年 9 月 1 日に開設された公園であります。その中にある平和の灯のモニュメントは、先人の業績を顕彰し、平和の

尊さと友好の大切さを願う北広島市のシンボルとして、広島市の平和記念公園の平和の灯から分灯を受け、北広島市

に平和の灯として末永くともすため、平和の灯造営事業実行委員会によって建立されたものであります。また、モニ

ュメントにつきましては、それぞれ大きさの異なる 3体のステンレスのオブジェや聖火台周辺のファニチャーにもな

るような大小の原石が配置され、広島市の平和の灯を受け継ぐ相応したデザインとして北広島の誕生を記念し、平和

を願うシンボルとなるよう当時設置されたものと聞いております。平成 8年 8月に施設の引き継ぎを受け、現在は都

市公園として建設部都市整備課で維持管理を行っているところであります。以上です。 

 

山本副委員長 

 橋本委員。 

 

橋本委員 

 今、中居課長のほうからご答弁いただきましたけれども、特に私はこれは再三しつこいぐらいお話ししているよう

に、ボールパーク構想があるから、なおさら今後そういったことで交通渋滞とか交通安全上必要な路線になってくる

と思いますし、小田島委員も言ったように、私もこの場で昨年でしょうか、337号の関係で 36よりも 274を経由しま

すよ、皆さん、庁舎から見ると、こちらのほうはあまり向いていなかった、札幌方面だけ向いていた。そうすると、

道道江別恵庭線が重要視される路線になるんです。ここは市民がまさに今、日常生活をしているところなんですよ。

ボールパーク構想の中だから皆さん真剣に頑張っておられるけれども、それ以外の、今、日常生活しているところに
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もっと目線を下げてくださいよと再三再四、私は言ってきましたけれども、まだ、そこらのほうに、私のほうには、

その皆さんの視線が私どもには、僕には届いている感じはいたしません。そのようなことで再度質問いたします。 

 中居課長のほうは、これからということのようでございますけれども、実はボールパークの関係で構想予定地内は、

電線の地中化を別回線の埋設管を美咲き野方面から銅線ケーブルが共栄町内の広島公園通などの地中を通る計画にな

っていると伺っております。この際、この計画に合わせて北海道電力と電柱の移転及び撤去を協議してはいかがかと

考えますけれども、ご見解を願いたいと思います。また、ボールパーク構想の中には北電も厚別警察署とか、いろん

な関係者があって、協議会をつくって、様々な検討をされていると聞き及んでいるからであります。 

 次に、市街地と北広島交番から国道 274号線までの道道江別恵庭線の約 1キロの間に手押し信号機が 1基しかない

現状であります。言い換えれば、山田石油スタンドのところだけなんです。共栄の方はみんな出られないんです、今

までも。そんな現状が続いているところで、非常に皆様方は不便を来しているところでございます。まして、ボール

パーク構想で球場が開設されますと、隣接している共栄の市民は交通渋滞に巻き込まれ、道道江別恵庭線へ出ること

ができなくなることが今でも想定できます。これらのことから交通対策は必要と考えます。ましてや、このたび数日

前に、ボールパーク構想の中の道道の道路認定が決まりました。この広島公園通は道道江別恵庭線の話もしておりま

すけれども、逆に体育館のほうへ行く広島公園通は右斜めになりまして、三差路になるんです。それで一旦停止なん

です。一番大切なメイン通りであるべき道路がそのような近隣の道路がなるというのは私はどうもおかしいと。一方

では、この養護施設があるところに信号機がつく、また今ある広島公園通、体育館通ったところの突き当たり丁字路

のところにも信号機が、あの中には 2基つくんですよね。今まで住んでいる共栄が一番なんですよ、隣接する地域は。

あっち側、そして線路挟んで工業団地。それ以外、共栄町内しかないんです。ここに、皆さん協力得なきゃならんと

ころに、道路環境が悪化なんです。ですから、設計は誰がしたかわかりませんよ。こういった現状を見ながら、バラ

ンス感覚を持った、ただエリアだけの構想でなくて、その周りのことを、やはり私は考えて、この計画を進めていっ

ていただきたいなと、強く私はそう思う次第であります。そんなことで、私はこういう機会しかありませんから、強

い口調でお話しもしますけれども、地域に住む人の立場になってみてくださいよ。皆さん、来ることを歓迎していま

すよ。協力したいと言っていますよ。でも、一番広島公園通は幹線道路ですよ。その道路が片方、双方行き止まりと

いう状況、片は丁字路だと。そういった状況ですよ。これは、お話しするしかないし、変更はできないと思いますけ

れども、一言やはりこの場で私はお話をさせていただきたい。ご見解を伺いたいと思います。 

 それと今、課長から答弁もらいましたけど、そのとおりです。2 名の方が、今議会でも、平和の灯について違った

角度から質問されておりましたけれども、もっともっと貴重なものなんですよ、これ、平和の灯公園というのは。当

時は、第九という音楽で、これをやろうとして、商工会が中心になって計画していたんです。前年の 9月、計画が破

綻になりました。なかなか難しいということで。それで大曲工業団地の工業系の方々は寄附するから、ぜひ商工会の

関係者に永遠に残るものを何か考えてほしい、そういうことがありました。実は手前みそになりますけど、初めて私

ここで申し上げますが、提案者は私です。それを当時中野議員だとか、いろんな方々が造営実行委員会をそこがつく

っていただき、当時の商工会長が寄附を集めたり、また道都大学の美術学部の佐藤教授を招いて、どういったものが

いいか、そういったことで、石を、皆さんで、実行委員会、日高のほうに山のほうへ行ってみたり、いろんなことし

ましたよ。初め、絵のスタイルだった。そして、最後は、あのステンレス工房のあのステンレスになったという、設

計図があるんですよ、絵で言えば、4分の 1削られたら、その絵がみんなパーでないですか。この計画をするときに、

そういったものを誰も気づかなかったんですかね。ただ、線入れて、あとは何とかなるべ。そういうことを、私は、

古い話をしているかもわかりませんけれども、嫌われる話をしているかもしれませんけれども、大切なことは忘れな

いで引継いでほしいんですよ、行政は。それほど貴重なものなんですよ。 

 ご存じのとおり、札幌市も、上田市長のときに、広島に分灯を、分けてもらう灯を行って、断られました。私ども

のまちから持っていったんですよ。それほど貴重なものなのです。広島の新しい役場の正面のところに、ちゃんと平

和の灯があそこにあるじゃないですか。皆さん、その意思をわかっていないんですか。私はちゃらんけをつけている

んじゃないんですよ。そういう精神が宿っていれば、設計を書いたときに、これはまずいなと、絵は描いたけど、ど
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うすればいいだろうと悩まなかったんですか。これから検討するといいましてもどのように検討するのか、ご見解を

聞きたいと思います。 

 

山本副委員長 

 中垣ボールパーク推進室ボールパーク施設課長。 

 

中垣ボールパーク施設課長 

 お答え申し上げます。新球場の建設に伴う電気施設整備についてでございますが、電線を道路の下に埋設する工事

を電力会社が今年度から進めているところでありますが、この電線は新球場の電力供給のための電線であり、通常の

電線とは異なるものであります。また、電線の埋設ルートは、道道江別恵庭線と公園通線の交差点を通らないルート

で進められていることから、この工事に合わせた電柱の移設や撤去については考えていないところでございます。以

上であります。 

 

山本副委員長 

 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。まず、ボールパークに関する地域への関わりということに関しましては、ご質問い

ただいたことに関しては十分心にして取り組んでいきたいと思っております。一方で、その対策に関しては、ハード、

ソフト両面があると思います。ハードに関しましては、予算がかかる中、今回も上程をさせていただいておりますけ

れども、ソフトに関しては、当然、先ほど言った地域とのいろんな話をこれから積み上げながら、その都度その都度

しっかり対応していくといったことに心がけていきたいと思っております。特に地域に関しては、市内の説明会とは

別に地域への説明会をこれからも小まめに行っていく必要があると思っておりますし、いろいろな細かな不安につき

ましてもそこは一つ一つ解消していきたいと思っております。 

 また、明日は道央圏連絡道路の長沼インターも開通いたします。おっしゃるとおり、これから交通の動きの流れに

関しては、大きな、また動きが変わってくるかと思っております。ご指摘に関しては、開発局、北海道、警察、そう

いった関係機関ともしっかり共有しながら、地域にとって、そういったことがプラスになるような取組をしっかり行

っていきたいと思っております。以上でございます。 

 

山本副委員長 

 平川建設部長。 

 

平川建設部長 

 それでは、公園管理者として、その立場でご答弁をさせていただきたいと思います。平和の灯公園につきましては、

平和の尊さと友好の大切さを願う北広島市のシンボルとして、今後もしっかりと受け継がなければならない施設であ

るということで認識をしているところであります。今、橋本市議よりお伺いいたしましたお話や思いにつきましては、

公園管理者として非常に重要な視点であると考えているところであります。今後は、どのように対応することが平和

の灯を後世へつなげ、身近にたくさんの人に感じてもらうために有効な対応となるか、慎重に検討作業を進めてまい

りたいと考えているところでございます。以上であります。 

 

山本副委員長 

 橋本委員。 
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橋本委員 

 これ以上言っても、進歩がないことは、わかり切ってお話ししているつもりでいますが、一つお願いがありますけ

れども、今、佐々木課長のほうから調べて答弁していただきましたけれども、私は、これは継続しておいて、代がか

わっても、あの平和の灯はこうだったんだよということをやっぱり引継ぐような資料をつくっておいてほしいと思う

のです。 

 それは、造営委員会がありました。組織がありました。どういうメンバーでどういうことをやって、佐藤先生はど

ういった設計をして、ということで設計図はあるはずです。その制作準備室というところにあると思いますよ。それ

は前段の、これは私が持っているやつ、皆さんもないかもしれませんね。第九がやろうとしたときの中間報告という

やつがあるんです。この後、第九がだめになったものですから、平和の灯ということになりまして、皆さんにやって

もらいまして、これは、私の出した提案書です。これをもとに実行委員会の皆様方がこれを参考にして、当時の中野

議員だとか、皆さん方がつくっていただいたということで、あれは、いろんな方々の汗の結晶です。それと、寄附を

された方のネームのプレートが入っていますよね。そして、その前に、総合体育館の前に平和都市宣言の大きなあれ

が建っていますよね。そういった意味があるんですよ。あちこち簡単に移せるものではないんですよ。 

 あと、修景ということで、総合体育館あそこをバックして、そういう扱いがなかったものですから、そういった意

義があるというものを、時代が変われば変わるかもしれませんけれども、原点だけは何かあれば、そういう検討をさ

れることはできると思いますので、やっぱりいいものは、悪いものは忘れてほしいですけれども、残さなきゃならな

いものは、絶えず引継いでいっていただきたいということを、この場で私はお話をさせていただくのが、今日の趣旨

であります。 

 また、資料があればこれ差し上げますから、僕が持っていても、そのうち、近いうちに仁別が呼んでいますので、

あれなんですけど。そういう意味で質問したということだけ理解しておいてください。24年前の話ですから。 

 それと、中垣さんね。私言ったのは、厚別警察署の話題も出ていましたけれども、やはり所長さんも来たり、北電

来たり、いろんな関係者が集まって会議開いているんでしょう。ですから、その道政の関係とは別問題と分かってい

るんです。そこで北電の方々が来るでしょう。来たときに、ボールパークだからではなくて、関わりがあるわけでし

ょう、私どものまち、近くは電柱ら辺も、北電の電柱ですから。そういうところで、また話題を提供して、またお話

をして、一日も早くその対策を講じていただきたいと。中居さんのは、また道路のほうの関係の対応があると思いま

すので、やっぱり総合行政の中で取り組んでいただきたいなということをお願いして終わります。 

 

山本副委員長 

 ほかに質問ございますか。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 通告では 4項目としておりましたが、ほかの委員さんがもう既に質問した項目があるので、土木事務所移転事業、

それから除雪対策、これは省略いたします。二つだけ質問します。市道整備事業、155 ページ、これは直接予算とは

関わりないんですが、今、自治体向けの土木設計の自動高速化する専用ソフト、こういったものをいろんな自治体が

導入し、一つは職員の人手不足とか働き方改革に取り組んでいる自治体が多くございます。いろんな事業は外部委託

しているものもあると思いますが、どうしても市職員がやらなければいけないもので、こういうものを導入している

自治体がありますけれども、本市として、こういうことを今考えているのかどうか、また予算措置等しているのかど

うかをお聞きします。 

 2 点目、公園管理費。これも直接予算と関わる話でありませんが、今、公園の犯罪抑止策として自動販売機併設型

の防犯カメラの設置が全国的に進んでいる報道があります。導入しているところは、いわゆる自販機の設置業者が費
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用負担をしてということでやっているようでありますが、本市もこういう公園管理の指定管理者とこういうこととい

うのは協議できないのかどうか、1回目お聞きします。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 ただいまのご質問にお答えします。設計の自動高速化する専用ソフトの利用についてでありますが、本市の土木積

算業務への専用ソフト導入による自動化の検討につきましては、本市のシステム自体が負担金を支払い、北海道の土

木積算システムを使用し積算業務を行っているところであります。したがいまして、自動高速化する専用ソフト使用

につきまして、北海道において現在は予定がないとお聞きしていることから、本市におきましても土木積算システム

への導入につきましては難しいものと考えております。 

 続きまして、自動販売機併設型防犯カメラの設置についてでありますが、現在市内 7公園に従来の自動販売機が設

置されております。しかしながら、防犯カメラ併設型のものは設置や維持にかかる費用が高額となるため、本市にお

いては設置した例がございません。今後、近隣市町村の状況を把握し、指定管理者と協議してまいりたいと思います。

さらに、メーカーによる設置というお話がありましたけれども、メーカーにも一応確認したところ、販売機の窃盗被

害額に設置費が見合わないのが現状で、メーカーサイドによる設置は難しいものと考えております。以上です。 

 

山本副委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。じゃあ 1点だけ、公園に関して。この自販機が置いてある 7公園において、令和元年度において、

いわゆる地元からの不審者情報だとかそういったものがあったのか、なかったのか、これだけお聞きして終わります。 

 

山本副委員長 

 佐々木都市整備課長。 

 

佐々木都市整備課長 

 不審者情報につきましては、公園内や付近での不審者情報について、平成 29年に 4件、平成 30年に 2件、平成 31

年には、これまで 4件情報が確認されておりますが、ここ 10年間では事件・事故の報告はございません。以上です。 

 

山本副委員長 

 ほかに質問される方はいらっしゃいますか。 

 では、以上で建設部所管の土木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の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） 

 

山本副委員長 

 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。 
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午後 2時 00分 

副 委 員 長 山 本 博 己 

 

 


