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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 9日（月） 午前 10時 00分から午前 11時 55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、 

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   稲田保子委員 

 

5 委 員 外 委 員   なし 

 

6 市 側 出 席 者 

 

【水道部】 

水道部長        藤 縄 憲 通       経営管理課長      木 村 公 也 

水道施設課長      笹 原 拓 己       下水道課長       橋 本 洋 二 

下水処理センター所長  藤 本 正 志 

 

【教育部】 

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

教育総務課長      下 野 直 章       学校教育課長      河 合   一 

小中一貫・教育施策推進課長 冨 田 英 禎       社会教育課長      吉 田 智 樹 

文化課長        丸 毛 直 樹       エコミュージアムセンター長  平 澤   肇 

学校給食センター長   須 貝 初 穂       給食調理場整備担当参事 岡   謙 一 

 

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 
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議事の経過 

 

川崎委員長 

 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。 

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

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。 

 初めに総務費の総務管理費の防災費のうち、まちづくり構想策定事業及び教育費の質疑を行います。ただし、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は除

きます。 

 質問を受けます。 

 青木委員。 

 

青木委員 

 おはようございます。私からは大曲東小学校校舎大規模改造事業及び旧島松駅逓所大規模改修事業、この 2 点

について質問させていただきます。まず大曲東小学校校舎、予算書 175ページ、附属資料 19ページにありますが、

委託料ということで、調査・設計・監理等ということで予算計上しておられますけれども、まず、こちらの改造工

事の具体的な内容と工事期間についてお尋ねをいたします。 

 もう 1点、旧島松駅逓所、こちらは予算書 187ページ、附属資料 22ページになりますけれども、これも同様に

委託料等ということで予算計上されておりますが、改修工事の具体的内容、工事期間につきましてお尋ねをいた

します。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 青木委員のご質問のうち、大曲東小学校大規模改造事業についてお答えを申し上げます。大曲東小学校校舎に

おける大規模改造事業につきましては、令和 3 年度から 4 年度までの 2 か年の工事期間を予定しており、令和 2

年度につきましては、具体の工事内容や工期についての実施設計を行うところであります。工事内容につきまし

ては長寿命化計画案策定時に実施をしました老朽化診断結果や長寿命化計画案でお示しをしました方針を踏まえ

まして、劣化が見られる校舎外壁や屋上防水の改修、内部につきましては照明設備の LED 化やトイレの洋式化、

内装の塗り替え、各種配管等の更新を予定しているところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 平澤エコミュージアムセンター長。 
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平澤エコミュージアムセンター長 

 青木委員のご質問のうち、旧島松駅逓所大規模改修事業についてお答え申し上げます。まず、令和 2 年度から

の本事業の内容とスケジュールについてでありますが、旧島松駅逓所の大規模改修に向け、旧島松駅逓所の整備

の基本方針を定める整備基本方針の策定に着手をいたします。策定に当たりましては整備基本計画検討委員会を

設置し、学識経験者等の意見を聞きながら策定をしてまいりたいと考えております。また、これと並行いたしまし

て、令和 2 年度から令和 3 年度までの 2 年間にわたり、駅逓所建物の耐震診断を実施したいと考えております。

整備基本計画につきましては、この耐震診断の結果も踏まえて策定をすることになりますことから、計画の策定

期間につきましてはおおむね 3 年程度かかるものと考えております。次に、整備基本計画の策定後についてであ

りますが、基本設計、実施設計、これらに 2年程度かかるものと考えておりますことから、大規模改修の着工にお

おむね 5年程度を要するもの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 

 青木委員。 

 

青木委員 

 ありがとうございます。再質問させていただきますけれども、まず大曲東小学校の件なんですが、実際工事に取

りかかりますと平時の授業中にも工事が行われるようなことにもなろうかと思うんですけども、授業の妨げにな

らないような配慮が当然必要になってくるかと思うんですが、その辺の対策について今お答えいただけるものが

ありましたらご回答をお願いいたします。 

 それからもう 1 点、旧島松駅逓所なんですけれども、大変当市にとりましても観光の一つの大きな目玉として

ありますが、なかなか、私が見ておりますと、現状いろいろ資料を見させていただきますと、いろいろな企画です

とかイベントも仕掛けておられますけれども、なかなか平時の来場者といいましょうか、見学にお見えになる方々、

なかなかまだ少ないのかなというような認識がございまして、市内の若い方々とも駅逓所のことでお話をしたこ

とがあるんですが、何か思い切った集客の新たな方法も必要ではないかと。特に若い方の中からは、敷地内で飲食

ができるような、今でいう古民家カフェじゃないですけれども、そういった思い切ったことも必要なんじゃない

かというお声もいただきました。このように、島松駅逓所はこれだけ大きい改修ということで、これから取りかか

られるわけですけども、今まで以上に何とか皆さんにアピールをしてきていただけるような施設にしていただき

たいと思っております。その辺のまたご見解についてもお伺いいたします。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 青木委員のご質問にお答え申し上げます。今回の工期につきましては、夏休みあるいは冬休みなどの長期の休

業期間中に集中して工事を行うことや、例えば 1 階と 2 階の工事の区域を分けるなど、また教室移動を行うなど

して学校の授業に来す支障を最小限にとどめるよう配慮してまいりたいと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 平澤エコミュージアムセンター長。 

 

平澤エコミュージアムセンター長 

 青木委員の再質問にお答え申し上げます。にぎわいのある駅逓所ということでありますが、私ども、この大規模
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改修の中で、次に整備基本計画を策定するわけでありますが、整備基本計画の策定の中で、駅逓所周辺についての

整備についても、あるべき姿について検討してまいりたいと考えているところであります。また、企画財政部とも

連携をしながら、周辺の整備についても進めていくという考えでおります。その中で、青木委員のおっしゃったよ

うな、にぎわいのある、まち内外から人が集まる、そういった施設になるように考えてまいりたいと思っておりま

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す。島松駅逓所につきましては、もう 1点、私がちょっと気になっているのが、国道 36号

線に接続する駅逓所に向かう道がありますけれども、36 号線のところにもうちょっと目立つような看板みたいな

ものを設置できないものかなと。なかなか分かりづらいんじゃないかなという気もしておりまして、その辺も含

めてご検討いただければと思います。これは私の要望として。以上で終わります。ありがとうございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 木村委員。 

 

木村委員 

 おはようございます。私のほうからは 2 点質問させていただきます。最初に外国語指導助手活用事業というこ

とで、予算書 171ページ、附属資料 15ページです。これは児童・生徒の英語発音やコミュニケーション能力の向

上など外国語授業等の充実を図るため、小・中学校の外国語授業等に外国人の指導助手を派遣するということで、

新年度から、小学校 3年生から英語の授業が、要するにその対象が 3年生からになるということで、今年度は 5年

生から英語の授業ということで、2名分の英語助手の、外国助手の予算がついていたんですけども、新年度にはそ

ういうふうに小学校 3 年生以上から拡大するんですけども、新たに新年度に予算には計上されていませんでした

ので、それで人数は足りるのかどうかということであります。現在の指導助手の派遣している人数と、お伺いしま

す。 

 もう一つが、英語検定等支援事業で、予算書 173ページ、附属資料 15ページであります。この英語検定等支援

事業に関しては、これは今回は新規ということで、内容は児童・生徒の英語力及び学習意欲の向上並びにグローバ

ル人材の育成を図るため、児童・生徒が受験する英語検定に係る費用の一部を助成するということであります。そ

れで、この費用の一部を助成するということですけども、受験費用の金額と助成額をお伺いします。それと、今回

は助成は何名分見込んでいるのかお伺いします。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 木村委員の質問にお答えいたします。外国語指導助手についてでありますが、令和 2 年度からの小学校学習指

導要領改訂を見据え、平成 30年度に 1名、さらに今年度は 8月より 2名の外国語指導助手を増員し、現在は 7名

を各学校に派遣しているところであります。 

 次に、英語検定等支援事業についてでありますが、小学校 3 年生以上の児童・生徒の保護者を助成対象とする
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ものであり、4千円を上限として、検定料の半額を当該年度 1回に限り助成するものであります。また、本事業は

実用英語技能検定のほか 3団体の資格検定試験を対象とするものであります。助成見込みについてでありますが、

市内の中学校を会場として実施された実用英語技能検定の受検実績をベースとして、およそ 360 名からの助成申

請があることを見込んで積算し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 

 ありがとうございます。それで、今年度は要するに助手の予算はついて、新年度はついていないということで、

十分足りるということでいいんですね。確認ですけど。今そのお答えがなかったのでお伺いします。 

 それともう 1点、英語検定支援事業についてなんですけれども、360名分ということで、費用の金額、それぞれ

何級とか、いろんな級によって受験費用は違うと思うんですけども、その金額、詳しく言っていなかったと思うの

で、その半額だと思うんですけど、改めてその金額をお伺いします。それと、これまで何名ぐらい受験されていた

のかお伺いします。主には、だから今回は中学校 360 名分を見込んでいるということなんですけども、小学校も

今回から、一応、小学生の部分は見込んでいないのかお伺いします。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 再質問にお答えいたします。外国語指導助手についてでありますが、令和 2 年度につきましても 7 名分の予算

を措置しているところであります。 

 続きまして、英語検定等支援事業についてでありますが、市内の中学校における準会場実施状況を参考として、

2 級から 5 級にかけて人数を積算しているところでございます。例えば 2 級であれば受験料 5,500 円、準 2 級は

4,900 円、3 級は 3,900 円、4 級が 2,600 円、5 級が 2 千円となっておりまして、この人数の中には小学生の人数

も含んで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 

 木村委員。 

 

木村委員 

 分かりました。その検定支援事業のほうなんですけども、例えば受験対策としてなど、そういったものは行うの

かどうか。多分級数が上がるとヒアリングとかいろんな部分が入ってくると思うんですけども、特にそういう受

験対策のようなことは行うのかどうかお伺いします。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 再質問にお答えいたします。英語に関する資格検定試験の試験対策につきましては、学校の授業の中で行うこ

とは考えていないところであります。なお、本市におきましては、平成 30年度より児童・生徒の家庭学習の充実



R2.3.9【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 4日目 

 

6 

 

を図ることを目的として、千歳科学技術大学の e ラーニングシステムを導入し、利用希望があった小学 3 年生以

上の児童・生徒にアカウントを配付しておりますが、提供されているコンテンツの中に英検準 2 級から英検 5 級

までの問題がありますので、家庭学習として活用できるところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 私からは 3点お伺いをいたします。一つは「きたひろしまの教育」という冊子の問題と、働き方改革と教育現場

の実態についてまず伺います。予算書上は 166ページです。市立、道立、私立の学校を紹介する「きたひろしまの

教育」の冊子の在り方に関して昨年の第 3 回定例会で質問をし、次年度に向けて何らかの検討をするという旨の

お話をいただきまして質問を終えましたけども、新年度、私が指摘したような中身が改善されて、何らかの方向が

示されるのかどうか、予算ではちょっとその辺が見えないのでお伺いをしたいと思います。もう一つは、働き方改

革と教育現場の実態についてです。これも昨年第 3 回定例会で質問をして、定められた勤務時間、退勤時間と実

際の退勤時間に差異があるのかないのか、アンケート調査を行うなどを指摘して質問を終えましたけども、その

後の教育現場のより詳細な実態調査について新年度予算で措置をしているのか、それとも予算措置はしないけれ

ども調査をしているのか、この点をお伺いしたいと思います。 

 2点目は、芸術文化活動振興の在り方についてです。ページ数は、予算書上は 183ページ、185ページ、附属資

料は 23ページの問題です。芸術文化活動振興の在り方に関しては、新年度予算における予算措置も、私も昔、道

教委におりましたけども、教育の予算というのは、どっちかというと桁数は少ない、少額な額です。ただ、市民の

芸術文化活動の振興に関する議論は様々ありまして、アマチュアとして活動する市民から、行く行くはプロ希望

の市民まで、芸術文化活動に対する振興の在り方に関しては、その期待に対する隔たりがあるというふうに思い

ます。この点どう考えるかお伺いをしたいと思います。 

 3 点目はスポーツ振興の在り方についてです。予算書上では 193 ページと附属資料の 24 ページです。これもス

ポーツ振興の在り方については、スポーツ大会出場支援事業など、全体的に新年度予算案については、これも少額

な予算措置であります。これでは市民のスポーツ振興、愛好家、とりわけスポーツ選手を目指している人たちのレ

ベルをはかるには予算が少な過ぎると思うわけです。この点のまず見解をお伺いしたいと思います。また、体育協

会への予算は他の団体やイベント予算との比較においてアンバランスではないかというふうに考えますが、この

点についても見解をお伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 沢岡委員のご質問のうち、「きたひろしまの教育」についてお答えを申し上げます。市立学校以外の学校等の情

報の充実につきましては、各設置者と協議を行い、設置者の負担を最小限とすることを条件に、園児・児童・生

徒・学生数、教職員数、教育理念や教育目標などを新たに掲載することでご協力いただけることになったことか

ら、令和 2 年度版から情報の充実を図ることとし、所要の予算を計上させていただいているところであります。

なお、印刷につきましては、基本は市教委で印刷をするということで新たな予算措置は必要ないものであります。 

 以上であります。 
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川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 沢岡委員のご質問にお答えいたします。教職員の勤務実態に係る予算につきましては、平成 30年度予算におい

て校務支援システムに IC カードによる教職員の出退勤管理機能を追加したところであり、平成 30 年度以降の予

算では校務支援システム利用料等に含んでいるところであります。なお、その他教職員の勤務実態に関する調査

については、実施に係る経費の発生は想定をしていないため、令和 2 年度予算には計上していないところであり

ます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 それでは、私のほうからは芸術文化活動の振興についてお答えさせていただきます。本市の芸術文化の振興に

つきましては、市の総合計画や教育基本計画に基づき、北広島市芸術文化振興プランにより事業を展開している

ところでございます。特に地域に根差したそれぞれの分野の愛好家の皆さんの芸術文化活動の振興や、青少年に

よる芸術文化活動の振興を図っておりますほか、すぐれた実績を残された市民の方への顕彰、市内にゆかりのあ

るプロの活動家の方々には公演の機会や直接指導を受ける場などを設けることをして、それぞれの状況に合わせ

た芸術文化活動の振興に努めているところと考え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 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 委員のご質問にお答えさせていただきます。スポーツ振興に関わる予算につきましては、保健体育総務事業と

しまして、スポーツ大会出場費支援事業のほかに、スポーツアカデミー事業等々、ソフト事業に関しまして 1,459

万 7 千円を、さらに市内の体育施設の維持管理としましては 1 億 688 万 5 千円を計上しているところでございま

す。今後のスポーツ振興につきましては、令和 2 年に策定されますスポーツ振興計画に基づきまして、スポーツ

ニーズやスポーツ振興を取り巻く環境の変化に対応させながら、ソフト、ハードの両面から強化を図ってまいり

たいと考えております。 

 競技力の向上に向けた取組につきましては、体育協会、及びスポーツ少年団本部との両輪となったスポーツ振

興、さらには北海道日本ハムファイターズとの連携によります専門的知見を生かさせていただきながら、効果的・

効率的なスポーツ振興に努めてまいりたいと考えております。 

 体育協会の補助金につきましてでは、体育協会活動支援事業としまして、加盟 24団体に対する競技振興費、さ

らには駅伝大会等々の自主事業実施に伴う必要な運営経費または事業費となっているところでございます。また、

体育協会の事務局とあわせましてスポーツ少年団本部事務も担っていただいていることから、北広島体育協会補

助金交付要綱に基づきまして予算化をしているところでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員。 
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沢岡委員 

 私のほうからは再質問という形で、さらに深掘りをしていくということはしませんけども、1点目の私立の学校

の紹介をしている「きたひろしまの教育」という冊子については、令和 2年度から、少しその辺は配慮するという

ことでの回答をいただきましたので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 また、働き方改革と教育現場の実態についてというところにつきましては、退勤時間の在り方というのは、どう

しても長引いていくと、長くなるというようなこともあって、タイムカードをうまく利用して、退勤時間を一律に

やっていくということでのお話でございました。いろんな人とお話をしている際に出るのは、学校の行事ありま

すよね、学校の行事を、毎年、運動会から始まって、文化祭、学芸会などの大きな行事を、これを隔年実施するな

どして、少し負担を減らしたらいいんではないかと。そうすると、先生方も帰りやすくなるし、退勤時間を気にし

なくても済むようになるのではないかというようなお話もございました。しかし、これは学校だけでできること

ではなくて、児童・生徒、そして、その保護者の方のご理解をいただかないとできないことですので、今後の課題

であるというふうに私は思います。 

 あと、芸術文化活動とスポーツの振興の在り方については、ぜひ今やっているような方向性を、お金はかけなく

てもできると、やっているというように見えるように、ぜひその辺の工夫をお願いしたいと思います。以上です。 

 

川崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 私のほうから 2点質問させていただきます。1点目、小学校周辺環境整備事業、予算書 175ページです。こちら

の小学校の周辺整備事業、昨年より 40万円ぐらい減額になっているかなと思うんですけど、こちらの内容と、中

学校の周辺環境整備については特に予算が上がっていなかったので、中学校はいいのかについてお伺いします。

昨年全く同じ質問をしまして、実は西の里中学校の女子テニス部が、運動系が一つしかなくて、テニスコートに行

くことで様々な問題があるということで、できるだけ身近なグラウンドに整備してもらえないかということで、

検討されるという回答をいただいたかと思うんですけど、その後どうなっているのかについてもお伺いします。 

 あと 2 点目、国際交流事業なんですけれども、予算書 187 ページ、30 周年記念事業の具体的な内容についてお

伺いします。あと、今回この新型コロナウイルスの関係で、影響があるのかどうかについてもお伺いします。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 滝委員のご質問にお答え申し上げます。私のほうからは小学校周辺環境整備事業についてお答えをいたします。

小学校周辺環境整備事業につきましては、新年度に実施をします遊具点検委託ですとか教員等による日常点検に

より判明した修繕箇所に対応するため、所要の経費を計上させていただいたところであり、具体的な修繕の内容

につきましては、新年度以降の点検で判明したものに対応するということになってございます。中学校につきま

しては、業務主事による日常的な修繕で対応できるということで、今回予算計上については見送りということに

なってございます。 

 続きまして、西の里中学校のテニスコートの関係についてでありますが、昨年もお答え申し上げたとおり、周辺

環境を含む学校の施設・設備につきましては、老朽化対策など緊急性の高いものですとか学習指導要領において

必須とされている教育活動に必要なものなど、全ての学校において必要とされているものから優先的に整備・改

修を行うこととしており、令和 2 年度の予算につきましては、消防点検等の結果により、老朽化等によって法令



R2.3.9【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 4日目 

 

9 

 

不適合のおそれがあるとされたもの、暖房機など故障すると学校教育活動に大きな支障を来すものを優先して整

備するよう予算計上させていただいたところであります。そのため、西の里中学校のテニスコートの整備につき

ましては見送っているということでございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 滝委員のご質問にお答えします。まず、カナダ・サスカツーン市との交流につきましては、次年度 4月に来市予

定となっておりました団員 20 名、引率 2 名、計 22 名の訪問団につきましては、ホストファミリーとなる受け入

れ家庭の決定、さらには学校訪問や交流事業など準備も整っていたところではございますが、昨今の新型コロナ

ウイルス感染の影響から、健康や安全面確保がままならない状況もありますことから、受入交流につきまして、双

方で協議し、中止としたところでございます。今後については、継続的に協議することとしたところであります。

30 年の記念事業につきましては、訪問予定となっていたカナダ・サスカツーン市訪問団員、それから関係者、こ

ういった方々の交流メッセージも含めた「30年のあゆみ展」、さらには国際理解や異文化交流につながる講演会等

につきまして検討しておりましたが、今回の中止を受けまして、記念事業の在り方そのものも、北広島国際交流協

議会の皆さん、さらにはカナダ側と協議をしてまいりたいと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 小学校周辺環境整備事業のほうは、ちょっとこれは整備じゃなくて、部活動のほうの問題というか課題がある

のかなと思いますので、これはまた一般質問などで取上げさせていただきたいと思います。 

 国際交流事業のほうも、今回こういったことで中止になったということで、今後どうなっていくのか誰もわか

らない状況ですけど、例えば来年度、またこれを開催する予定なども考えられるのかだけ最後にお聞きします。 

 

川崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 今後の状況につきましては、新型コロナウイルス感染の影響も先が見通せない難しい状況ではあるんですが、

カナダ側と密に連絡をとり合いながら、さらには国際交流協議会の皆さんとも協議をしながら、次年度開催等々

につきまして検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 私からは 2点質問いたします。まず 1点目が予算書 173ページ、附属資料 15ページ、英語検定などの支援事業

です。先ほど木村委員からもご質問がありましたが、関連することなんですが、予算が 56万 6千円ということで、
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そのうち負担金補助及び交付金が 53万 5千円というふうに予算書になっておりますけども、例えばこれは受験者

の中でも難しいと言われている 2 級とか 3 級の人数が多くなれば当然 360 人よりは少なくなるのかなと。今ちょ

っと計算してみたんですけど、大体 1 人当たり約 1,500 円ほどの助成ということで計算されていると思うんです

けども、またさらに希望者が多ければ予算が足りなくなるのかなと。この辺は柔軟に対応していただけるのかど

うか、まず質問いたします。 

 2 点目です。予算書 191 ページ、附属資料 20 ページ、不登校いじめ対策・教育相談事業について質問します。

この事業は、今年度、予算が 1,260 万 9 千円とついておりますけども、今、2018 年度の中学生の不登校は 46 名、

全生徒に対する割合は 2.73％、この数字は過去 10年間でも最も多い状況となっております。不登校の生徒が増え

ている状況ですけども、これについて市はどのように捉えているかお尋ねいたします。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 人見委員のご質問にお答えいたします。英語検定等支援事業につきましては、これまでの各中学校を会場とし

た英検の受検実績を参考に積算し、助成申請には予算の範囲内で対応できるものと考えているところであります

が、予算額を上回る申請が想定される場合には早い段階で予算措置を検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、不登校いじめ対策・教育相談事業についてでありますが、不登校児童・生徒につきましては、平成

30 年度の国の速報値 1.69％、北海道の 1.70％に対して本市は 1.14％であり、割合としては全国・全道よりも低

い数値ではありますが、不登校児童・生徒のうち、中学生の増加傾向が見られるところであります。不登校に係る

対策につきましては、学校による児童・生徒への家庭訪問や心の教室相談員、スクールカウンセラー等との面談な

ど、つながりや関係性を大事にした取組を行っ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 

 まず英語検定等支援事業につきましては、ぜひ柔軟な対応でよろしくお願いいたします。 

 2点目の不登校いじめ対策・教育相談事業についてなんですが、先日みらい塾のほうを視察させていただきまし

た。今 25名登録で、大体常時通っている方が 14名から 15名というふうに伺っております。その場合、先ほどの

不登校 46名から考えますと、21名の方についてはみらい塾にも通われていないということになっておりますけど

も、その辺の状況とか対応について、お分かりであればお答えをお願いいたします。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 再質問にお答えいたします。みらい塾の登録人数等についてでありますが、令和 2 年 2 月末現在で登録者は 25

名で、2 月の出席日数のうち半分以上出席している生徒は 19 名となっております。また、みらい塾に通級してい

ない不登校児童・生徒につきましては、学校による児童・生徒への家庭訪問等を週 1回程度行うとともに、メンタ

ルフレンドという不登校児童・生徒訪問相談員による相談と学習を希望する児童・生徒に実施しているところで

あります。 
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 以上であります。 

 

川崎委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 では、最後です。同じくみらい塾のことについてなんですけども、先日といっても 1か月ほど前ですか、訪問し

たとき、冬の寒い日だったんですけど、暖房が、ストーブ 3台かな、稼働していまして、温かくて割と快適な環境

というふうに感じました。ただ、やはり建物の構造上、夏場の蒸し暑さというか、今、扇風機を 3台、あと、それ

から網戸などの風通しの部分ではやっていると伺っておりますけども、みらい塾というのは、不登校生徒のある

意味最後の受皿にもなるような場所です。そういうところの環境をよくするためにも、夏場におきまして、クーラ

ーの設置とかを考えたらいかがでしょうか。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 再質問にお答えいたします。みらい塾の環境整備についてでありますが、夏場の暑さ対策として扇風機を複数

台使用するほか、全ての窓に網戸を設置しており、昨年度の夏に網戸の修繕を実施しているところであります。ク

ーラーの設置につきましては、今のところ考えておりませんが、今後も季節に応じた環境整備に努めてまいりた

いと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 ほかにありませんか。 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 5点ほどご質問させていただきたいと思います。1点目でございますけども、予算書 169ページの姉妹都市子ど

も大使交流事業でございます。事業内容は、東広島市と相互交流と平和の記念式典などに参加ということでござ

いますけども、今年のそういったイベントの状況と、それから、相互ですから向こうからこちらのほうにも子ども

たちが来ると思いますけども、受入れ側のメニューといいますか、どういう行事になってくるのか、日程的なもの

はどういうふうになってくるのか。それと、さきの質問でもいろいろしましたけども、平和の灯公園のイベントだ

とか公園の意義だとか、そういったものも今回の相互交流の中で今までやられているかもしれませんけども、そ

こら辺の活用の実態はどのようにあるのか、それをちょっとお聞きしたいなと思います。 

 それから、2点目でございますけども、予算書 177ページ、小学校放送設備整備事業でございますけども、備品

購入で放送機材を購入すると思うんですけども、それは今年度というか、来年度の実施の学校だとか内容だとか、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、3点目でございますけども、予算書 179ページ、生徒の通学費支援事業でございます。昨年の予算と

比べると、今年は 3 分の 1 程度ぐらいまで落ちていますから、多分、生徒・児童のそういった環境の変化なのか

というふうに思いますけども、近年のこれを活用する対象人数の変化といいますか、傾向はどのようになってい

るのか。そして来年度はどのぐらいの積算になっているのかということと、特に大曲椴山線、今後、いろいろと改

良される、道路や何かも改良されますけども、大曲東小学校、そこら辺の児童・生徒がその中でどのぐらいいらっ
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しゃるのか、ちょっとお聞きをしたいなと思います。 

 それから、4点目でございますけども、旧島松駅逓所の大規模修繕事業で、先ほど青木委員のほうからもありま

したけども、やはり史跡になっておりますので、首里城ではないですけども、地震による耐震化の状況だとか、例

えばスプリンクラー等のですね、あそこは木造ですから、不審火だとしても、あっという間に、もう燃えてしまう

というような、そういった状況もありますけども、今回の大規模改修のときには、スプリンクラーはもとよりです

けども、屋外にも、そういった施設等も整備をすることでの大規模改修の中身になっていらっしゃるのかどうか、

そこら辺、確認をしたいというふうに思います。 

 それから、5点目でございますけども、予算書 187ページ、野幌原始林保存活用計画策定事業でございますけど

も、これもさきにいろいろと議論していましたけども、原始林と、それからそれ以外のところ、境界の設定という

ものをどのように示していくのか。それから、原始林ですから手つかずの森林をそのまま保全するということで

すので、それはそれとしてあるのかなと思いますけども、動植物等の調査もこれらの中身になっておりますけど

も、有害鳥獣対策というのは、原始林にある場合、どういう対応をしていくのか。去年あったクマ騒動も、あれは

結構原始林の中に行ったりとか、横を通ったりとかというのはあったのかもしれません。そういうときの対応な

どについては、この保存活用とは直接的に関係するかどうかわかりませんけども、そこら辺の考え方があれば、ち

ょっとお聞きをしたいと思います。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 小田島委員のご質問のうち、私のほうからは姉妹都市子ども大使交流事業と小学校放送設備整備事業について

お答えを申し上げます。まず初めに姉妹都市子ども大使交流事業についてでありますが、令和 2 年度の派遣につ

きましては、8月 4日の火曜日から 8月 7日の金曜日まで、主な内容としましては、東広島市長への表敬訪問、姉

妹校との交流、また、東広島市の歴史と文化を感じるような地域見学、また、夜には東広島の子ども大使との歓迎

夕食会、また、広島のほうに移りましては、平和記念式典への参列、平和記念資料館の見学、また、広島の歴史と

文化を感じられるような、今年度でいきますと宮島の見学を行いましたが、こうした内容を検討しているところ

であります。受入れについてでありますが、8 月 24 日月曜日から 8 月 26 日の水曜日まで予定をしておりまして、

北広島市長及び議長等への表敬訪問、姉妹校との交流、北広島の子ども大使との歓迎夕食会等を予定しておりま

す。また、そのほか北海道の歴史と文化を感じられるような内容として、エコミュージアムセンター知新の駅の見

学、北海道博物館等の見学等を予定しているところであり、詳細については、今後、東広島との協議をして決定を

していくこととなっております。お尋ねのありました平和の灯公園の活用についてでありますが、毎年、東広島市

の子ども大使が来たときには必ず寄るようにしておりまして、北広島市の成り立ちという部分について理解を深

めてもらっているところであり、令和 2年度の事業についても同様に考えているところであります。 

 続きまして小学校放送設備整備事業についてでありますが、本事業につきましては防衛省の特定防衛施設周辺

整備調整交付金事業を活用しまして、毎年計画的に整備を行っているものであり、令和 2 年度につきましては大

曲小学校の放送設備の更新を行うものであります。整備の内容につきましては、デジタル化に対応した機器等へ

の更新を計画しており、主な機器としましては、放送室にあります音声や映像の放映のためのデジタル AV調整卓、

体育館におけますデジタルパワーアンプ、ミキサー、チューナー等一式を予定してございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 
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河合学校教育課長 

 小田島委員のご質問にお答えいたします。児童・生徒通学費支援事業についてでありますが、平成 30年度の実

績として、小学生で合計 122 名、中学校で合計 24 名、令和元年度につきましては、2 学期分までの支給時点の数

字でありますが、小学校で 110名、中学校で 33名ということでありますので、小学生のほうでやや減少傾向が見

られるところであります。次に、大曲東小学校の対象児童の人数でありますが、平成 29年度は 3名、そして平成

30年度は 2名の児童が利用しているところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 平澤エコミュージアムセンター長。 

 

平澤エコミュージアムセンター長 

 小田島委員のご質問にお答えいたします。まず 1つ目、旧島松駅逓所大規模改修事業についてでございますが、

1点目、スプリンクラーの必要性等についてのご質問でありますが、今現在、旧島松駅逓所につきましては、放水

銃を 2 基設置しているところであります。今後、この放水銃 2 基でよろしいかどうか、あるいは放水する時間水

量、こういったものも整備基本計画の中で検討してまいりたいと考えております。 

 次に野幌原始林保存活用計画策定事業の中でのご質問でありますが、1点目、境界の設定という部分がございま

す。このことにつきましては質問の中でありましたが、保存活用計画の中でどの程度のものが必要かということ

を検討してまいりたいと考えております。 

 次に有害鳥獣駆除についてでありますが、こちらにつきましては、直接の担当が私どもではないということも

ありますので、有害鳥獣の担当と検討しながら、どのような方策がとれるか考えてまいりたいと思います。以上で

あります。 

 

川崎委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 子ども大使の関係は、ご説明ありましたので了解いたしました。あと、小学校設備も了解しました。 

 それで、生徒の通学費の支援なんですけども、数を見ますと、平成 30年と令和元年でそんなに大きな差はない

ですけども、助成額が 3 分の 1 に減っているということは、かなり人数的にも減ったのかなというふうに思いま

したけども、ちょっと、人数とのバランス、距離によって、定額ですから、あまりそんなに大きな変化はないと思

うんですけども、そこら辺、ちょっとまだ理解をちょっとできないような状況なので、何か数字的な部分での差異

はどこにあるのかというところが、もしあったら教えていただきたいと思います。 

 それから、島松駅逓の関係は、放水銃 2基ありますけども、やはりあそこ、火事だ、そして放水銃放射といって

も、そこに行って、それを操作するという人が、どういう消防団の方が近くにいて、誰が担当するかというのも決

まっているのかどうかわかりませんけど、やはりスプリンクラーは熱感ですから、放水銃よりも非常に機能的に

は優位性があると思いますので、ぜひ、屋内外のそういった部分についても、ぜひ検討の主たる素材に挙げていた

だければありがたいと思います。 

 それから、野幌の保存活用計画にもあったように、境界の設定なども含めて、計画策定の段階でぜひきちっと対

応できるようにお願いをしたと思いますけども、やっぱり原始林ですから、活用というとこら辺は、なかなか人を

原始林の中に突っ込むということはちょっと通常的にはあり得ないのかなというふうに思いますので、やっぱり

自然をそのまま保存するという状況になるのかと思いますけども、そこら辺もぜひ適宜対応はよろしくお願いし

たいと思います。 
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川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 再質問にお答えいたします。児童・生徒通学費支援事業の助成内容につきましては、バス利用者は定期券購入代

金の 2分の 1、自家用車利用者につきましては、通学距離が小学生で片道 2キロメートル以上の場合は 1千円、中

学生で片道 3 キロメートル以上の場合は 1,400 円を、1 か月に 11 日以上送迎があった場合に助成しているところ

でありますので、助成額が小中で異なることと、利用者の利用回数に応じて差異が生じているものと考えている

ところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 平澤エコミュージアムセンター長。 

 

平澤エコミュージアムセンター長 

 小田島委員の再質問にお答え申し上げます。まず、スプリンクラーの関係でございますが、今現在も熱感知器を

設置しておりまして、熱感知器から直接消防に通報が行くというような仕組みになっているところでございます

が、方法については、また今後検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に境界の対応ということになりますけれども、こちらのほうも繰り返しになりますが、どのような形になる

のか、専門家の意見も聞きながら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 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 私のほうからは、学校 ICT環境整備事業についてお伺いいたします。資料は 169ページと 14ページでございま

す。まず、事業内容等についてということで通告をさせていただいておりますけども、数字をちょっと紹介させて

いただくと、来年度も含めると、過去 4 年間で総額 3 億 3,400 万円強、設備に対して整備資金として投入してき

ているわけであります。そのうち一般財源としては 3 億円強ということで、残りは国と道の支援があったわけで

すけども、来年度、令和 2年に関しては、国・道の支援というのがなくなるということです。来年度から国・道の

支出金がなくなったことに対する背景、それから令和 2 年度については全て一般財源ということになります。今

後の本事業への投資額、それから来年度以降の見込みについて、まずは全体的にお伺いしたいと思います。1回目

です。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 島崎委員のご質問にお答え申し上げます。まず初めに国のほうの補助金、支出金がなくなった背景という部分

でございますが、平成 29年から本年度までの 3か年をかけまして防衛省の特定防衛周辺設備整備交付金のほうを

活用してプロジェクターを整備していた事業が終了したことに伴い、国の補助金等を活用した事業自体がなくな

るということでございます。 
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 続きまして、今後の見通しという部分でございますが、まず初めに、令和 2年度につきましては、小・中学校の

デジタル教科書の整備というものを予定しております。また、国のほうからは、昨年 12 月に、新たに GIGA スク

ール構想の実現という方針が示されまして、児童・生徒の 1 人 1 台のパソコン端末の整備、校内の高速通信ネッ

トワークの整備というものが掲げられたところであり、今後、これらの方針を踏まえて、改めて市としてどのよう

な内容を整備するのかというのを検討し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 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 今、課長のほうから答弁いただきましたけども、国、文科省のほうでは、GIGA スクール構想というものが発表

されまして、子どもたち一人一人に個別配付されると。創造性を育む学校教育、ICT環境の実現に向けてというよ

うなことが語られているわけであります。今後、そうするのであれば、市内の小・中学校におおよそ何台今後用意

しなければならないのかということ。それから、それがどう活用されるのかということですね。大規模な予算配置

ですので、国では今後、私の聞いているところによると、1人 4万 5千円ぐらいの補助金というようなことも聞い

ておりますけども、それから先生方への活用方法ですよね。私は今本当に学校の先生方が忙しくなっている中で、

新たなこういった ICT が入っていくことによって、またどれぐらい校務、教育に割かれる時間というのが、不安

だと正直思っています。そういう中では、私は民間との ICT 教育の連携というのが必要ではないかと考えていま

す。2020 年からは、4 月からは小学校でプログラミング教育もスタートされるということになっています。これ

までの公教育の慣習にとらわれないで、やはり企業とかそういったところとの協業を積極的に行う動きというの

が全国的に見ても出てきています。例えば渋谷区の教育委員会なんかでは、渋谷エリアの民間企業とプログラミ

ング教育の連携協定なんかを結んでいます。昨年の 6月ですね。どういった企業かというと、東急、サイバーエー

ジェント、DeNA、GMO、ミクシーだとか、こういったところとやっているということです。 

 これから、うちのまちが、ボールパークが決まって、様々な大きな企業が参入してくると考えられるんですけど

も、こういった周辺の状況を鑑みて、小中一貫教育、ほかの自治体に例を見ない、追随を許さないというぐらいの

小中一貫教育の中での ICT 教育の活用ということをやっていただきたいと思っています。こういったことを推進

できる大きな可能性があるわけですから、ハード、ソフト、こういった充実の方法の可能性をどう考えているの

か、もう少し大きな枠組みの中で考えていただきたいと思いますけども、これは大きな額ですから、これからもず

っとかかっていく金額です。タブレットを 1 回入れたら終わりではないですからね。ずっと更新していく作業も

あります。そういったことを考えたときに、大きな枠組みの中でどう考えているのかというのを再度お伺いした

いと思います。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 島崎委員の再質問にお答えを申し上げます。まず初めに端末の整備の関係でございますが、1人 1台の端末整備

となりますと、現在の整備台数に加えまして別途 3,900 台程度の整備が必要になるということでございます。ま

た、委員がさらにご指摘をいただきましたが、導入費用に加えまして、5年から 6年程度で更新費用がかかるとい

うことで、固定経費になっていくものと考えているところであります。 

 次に、国の 4 万 5 千円の補助ということでございますが、令和元年度の補正予算、また令和 2 年度の補正予算

ということで、1台当たり 4万 5千円の補助というふうになっておりますが、こちらにつきましては、クラウド型
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のコンピュータと呼ばれるものであり、クラウド上のソフトウエアを利用するため、常時インターネットの通信

が必要となります。このことから、インターネットへの接続環境の大幅な増強が必要になり、将来にわたる通信費

用の確保、こちらについても大きな課題になっているということでございます。 

 続きまして、1人 1台の整備された後の先生の活用方法ということでございますが、整備したパソコン等が効果

的に活用できるよう、先生方の資質・能力を向上していくことは非常に重要だと考えております。これまで北広島

市教育研究会に対して補助金を交付しておりまして、そこの中で、まず研修というのをやっていただいておりま

す。また、我々のほうで各学期ごとに活用状況調査というものを行っておりまして、その中でタブレットを活用し

た効果的な授業展開の事例集を集めております。こちらを各学校に還元したり、広教研のほうにも提供しまして、

研修の中身というものをブラッシュアップ等していただくよう連携しているところになります。 

 続きまして、民間企業との連携等の必要性ということでございますが、学校の ICT 環境につきましては、高度

で専門的な知識が必要になるということで、専門的な知見を持った方との連携というのは非常に重要になってく

るかなと考えております。例えば、現在行っておりますのが、中学校の端末整備にあわせまして、支援業者という

形で、中学校は月 2 回、小学校は月 1 回、巡回をして、専門的な知見を持った方が学校の支援に当たっていると

いうことでございます。今後の整備台数が増えることによって、さらにこういったことがより必要になってくる

と考えておりますので、今後、どういった在り方がいいかというのを検討してまいりたいと考えております。以上

であります。 

 

川崎委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 こういった大きな予算措置ですので、学校、教職員との連携を考えると、ハード、ソフト、その他もろもろ、今

の学校教育、今の下野課長のところでやっていらっしゃるのかな、それから小中一貫学校教育と、優秀なスタッフ

の方がたくさんいらっしゃいますけども、そういった中でも、本当にこの措置をするに当たって、人数というのか

な、その辺の作業的な仕事量、その辺が本当に足りていくのかなというようなことを思っています。 

 例えば、ここのボールパークに当たっては、いろんな部署からいろんな方が入っていて、いろんな仕事をされて

いますよね、担当だけではなくて。そういった子どもたちの小中一貫教育ということに関して、例えば横断的に、

各いろんな部署から人を募って PTなりにするとか、そういったことを対応していってはいいんじゃないかと思っ

ています。 

 あとは、今回のコロナウイルスの関係で、札幌の私立高校なんかは、全生徒とグーグルのクラスルームなんか

で、朝、生徒状況を把握して、課題の処理だとか方法だとか、生徒とコミュニケーションを図って、毎日やってい

ます。名古屋の名経大附属の市邨中学校だったかな、こういったところでもかなり活用されている例もいろんな

ところで出てきています。これこそが ICT 教育における先進的な方法であるのではないかと思うわけです。本市

でもぜひこういった考えを取入れてもらいたい。教育委員会のほうからやっぱりもっと入り込んでいっていただ

いて、学校の先生方をまた見ていただきたいと思うんですね。タブレットというのは ICT を使い倒さないと意味

がないですね。我々、今度、5月から、我々議員にも配付されますけども、使いこなさないと意味がないですよね。

それから、学校だけではなくて、家庭でも使うということになってきたときに、家庭での教育、親御さんへのそう

いった ICT の理解、それから学校と家庭でも使うのであれば、家庭での Wi-Fi の設備、こういったものを例えば

若干でも措置してあげるかだとか、市の予算でそういったことを考えていくだとか、そういう方法も必要なので

はないかと思うんです。親というのは、タブレットを使っていれば、とかくゲームやっているんじゃないかだと

か、そういうふうになるんですけども、いや、違うんですよと、お父さん、お母さんと。学校ではこういうプログ

ラムを与えていまして、家庭でもこういうことをやってもらっていますと。家庭でも十分教育環境として整備し
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て、家庭学習としてこれはやってもらっているんですよと。そういった親への、ともに学んでいく方法を親とも一

緒に考えていくと。そういう方法もやっぱり必要ではないかなと思うんですね。そういう全体的なことに関して

再度お伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 千葉教育部長。 

 

千葉教育部長 

 島崎委員の再質問にお答え申し上げます。本市における将来的な GIGA スクール構想の実現に当たりましては、

高度で専門的な知識を有すること、それと本市の財政に与える影響が少なくないことから、例えば専門的な知識

を持ちます庁内でいうと行政管理課、また、島崎委員がご指摘のような外部、民間の関係機関等の協力、さらには

保護者の理解も得ながら、多角的な視点を持って検討することは非常に有効と考えておりますので、庁内の協力

体制につきましては、今後検討していきたいと考えております。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、幾つかカットしますが、まず一つ目に、小中一貫教育推進事業について伺います。こちら、実行委員会へ

の交付金が拡大分として計上されているかと思うんですけれども、こちらの使途詳細について伺います。また、こ

れまでの小中一貫教育が、全国サミット、各地で行われてきたと思いますけれども、そちらの内容がどのようであ

ったか、また当市で開催するに当たってどのように行うのかについて伺います。 

 文化財保護費ですが、野幌原始林のことをちょっと中心に聞こうと思っていたんですが、調査・設計などの委託

料が計上されていますけれども、こちらのほうは、今後、調査委員会を設置して 3 年間で調査するということで

すので、この間で委員会設置後の調査報告というのは随時議会のほうにも報告がされるのでしょうか。されるべ

きだと思いますが、その辺について、どのように考えているか伺います。 

 学校 ICT環境整備事業ですが、今、島崎委員への答弁で、小・中学校、どちらにも導入するということでしたけ

れども、こちらは全学年、私ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんが、全学年に導入するんでしょうか。そうな

りますと、特に Wi-Fi、無線 LANは、ちょっと子どもへの電磁波の影響だとかというのも考えられますので、低学

年への使用の制限などどのように考えているのかについて伺います。 

 不登校いじめ対策・教育相談ですけれども、現在スクールソーシャルワーカーが道から委託されて兼任の形で 2

人配置されていることは承知していますけれども、こちらは結構、月 10 件から 20 件ぐらいの保護者からの相談

件数があるということも伺っています。スクールソーシャルワーカーの負担軽減のためにも増員など考えるべき

ではないかと思いますが、それについて伺います。 

 あと、小中学校給食運営費ですが、次年度給食費が引上げになることが示されていますけれども、それにかかわ

る費用について伺います。 

 まちづくり構想策定事業ですが、（仮称）防災食育センター関連ということで、施設維持管理委託費ということ

で 36万 1千円という、これまでのというか、食育センターの整備に係る事業費として、建設文教常任委員会で示

されていますけれども、約 37 億円ほどかかるということですが、この 36 万 1 千円というのは、この中に含まれ

ているのか。また、現給食センターの解体費用などはどのようになっているのか伺います。 
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川崎委員長 

 冨田小中一貫・教育施策推進課長。 

 

冨田小中一貫・教育施策推進課長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。まず、小中一貫教育全国サミットにつきましては、小中一貫教育に係

る全国の先進的な実践を交流するとともに、授業公開や研究協議を行うことによりまして、道内外においてこれ

から小中一貫教育に取り組む、あるいは現在取り組んでいる他の自治体学校等の参考となることを狙いとして開

催するものであります。内容としましては、例年の開催同様、私どもとしては 3 中学校区による授業公開の研究

協議会、また全体会及びテーマを設けた分科会を予定しているところであります。 

 次に実行委員会への交付金につきましては、全国サミットにおいて授業公開を行う予定の学校の小中一貫教育

に係る実践研究に要する費用を交付することを予定しております。使途につきましては、合同授業、あるいは小中

連携等に伴います児童・生徒の移動に係るバスの借上げ、また、研究者招聘等の講師謝礼、福岡県飯塚市で令和 2

年度に開催される予定の小中一貫教育全国サミットへ教員を派遣するための旅費等を予定しているところであり

ます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 平澤エコミュージアムセンター長。 

 

平澤エコミュージアムセンター長 

 永井委員の質問にお答え申し上げます。文化財保護費の中での野幌原始林の調査についてでありますが、3年間

の調査報告について議会のほうにするのかというご質問でありますが、調査内容につきましては、1年目は調査項

目の検討というところに時間を割かれる可能性がございまして、1年目は調査自体が若干少ない可能性がございま

す。これにつきましても当然取りまとめをいたしますので、内容についてご報告を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 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 永井委員のご質問のうち学校 ICT 環境整備事業についてお答えを申し上げます。まず初めにデジタル教科書の

全学年配備ということですが、こちらにつきましては、既に導入をしております小学校と中学校の全学年分の教

科書について、教科書改訂、また契約期間満了に伴う更新ということになってございます。 

 続きまして電磁波過敏症ということでございますが、既に Wi-Fi の環境自体は、構築されておりまして、現時

点において、電磁波で体調不良を訴えられる方の被害の報告というものは受けていないところであります。なお、

今後、そういった方がいらっしゃれば個々の症状の出方等によって個別に対応していく部分と考えております。

以上であります。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 永井委員のご質問のうち、不登校いじめ対策・教育相談事業についてお答えいたします。スクールソーシャルワ
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ーカーについてでありますが、本市では北海道の事業を活用して 2 名を配置しているところであり、石狩管内の

他市におきましてもおおむね 2 名から 3 名を配置しているところであります。スクールソーシャルワーカーにつ

きましては、国におきまして全国の中学校区への配置を目標としていることから、増員につきましては活用促進

に向けた今後の国の動向を注視し、必要に応じ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。 

 

川崎委員長 

 須貝学校給食センター長。 

 

須貝学校給食センター長 

 私のほうからは、給食費軽減にかかわる部分についてお答え申し上げます。新年度学校給食費引上げに関わる

費用につきましては、給食用食材の購入に要する経費であり、給食単価改定に伴い、昨年度と比較しますと小学校

で約 1,360万円、中学校では約 920万円それぞれ増額となっております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 岡給食調理場整備担当参事。 

 

岡給食調理場整備担当参事 

 永井委員のご質問のうち、まちづくり構想策定事業に係る部分をご答弁申し上げます。まず（仮称）防災食育セ

ンターの整備に係る事業費でありますが、先日の建設文教委員会においてご報告申し上げましたとおり、総額で

37億円を予定してございます。今年度予定をしております委託料 36万 1千円につきましては、こちらは敷地の草

刈りを予定しているところでございますので、37 億円の中には含まれていないところであります。以上でござい

ます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では、デジタル教科書について再質問いたします。現在のところ全学年がもう既に使っていて、頭痛だとか吐き

気がするなどといったような電磁波の影響であると思われるような報告は受けていないということですが、今後

出てくる可能性も十分考えられます。例えば低学年の子どもたちには無線 LAN を有線 LAN に切りかえるような設

備設営を行ったりだとか、あと、手元のスイッチで無線 LAN をすぐにオフにできるような、そのような指導も行

っているという学校があるということも「しんぶん赤旗」のほうにも載っておりましたので、学校教育の現場で

も、そのような対応をぜひしていただきたいと思います。年齢が低ければ低いほどやはり電磁波の影響を受けや

すく、成長に関わってくると思いますので、その辺について今後の指導の在り方についてどのように検討してい

るか伺います。 

 次に小・中学校の給食運営費ですが、前年比から 1,360 万円と 920 万円ほど増額になるということで、私ども

も度々お伝えしていましたけれども、小・中学校の給食運営費が公会計になっていますことから、食材の高騰分を

安易に保護者の負担増にはね返させるのではなくて、市費で補塡して、引上げないように対策もとれるのではな

いかと思います。それについて見解を伺います。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 
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下野教育総務課長 

 再質問にお答えを申し上げます。今後、電磁波過敏症を訴えるお子さんが出てくるかもしれないということで

ございましたが、まず電磁波の関係につきましては、総務省のほうである一定程度の人体への影響というものを

示した基準が設定されており、それに基づいた製品が納入されているということで理解をしております。そうい

った中で低学年へということでしたので、そういった方策がとれるものなのかどうかを含めて、今後、学校 ICT環

境につきましては、ネットワークの構築を含め、全体の中で議論を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 

 千葉教育部長。 

 

千葉教育部長 

 再質問にお答えを申し上げます。学校給食費につきましては代表質問でもご答弁させていただきましたが、学

校給食法に基づきまして食材費のみを保護者の方に負担していただくこととしておりまして、公的扶助である就

学援助制度や生活保護及び児童福祉施設措置制度で実費措置されていることから、保護者の負担軽減が図られて

いるものと考えており、本市単独で無償化する考えは、現在のところ、ないところでございます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 今後、学校給食に関しては食材費の高騰なども大いに考えられますことから、これからも一般質問などで取上

げていきたいと思います。 

 先ほど、まちづくり構想策定事業についての現給食センターの解体費用などに関わることについての答弁がち

ょっとなかったように思ったんですけれども、それを聞いて終わります。 

 

川崎委員長 

 岡給食調理場整備担当参事。 

 

岡給食調理場整備担当参事 

 大変申し訳ございませんでした。現在の学校給食センターの解体跡地利用に関する費用でございますが、まず、

こちらについては、先ほど申し上げました 37億円の中には含まれておりません。 

 それと、現在のまちづくり構想策定事業でございますが、今年度は基本設計等の策定段階でございます。現段階

では今の学校給食センターを今後どのように対応していくかという部分については検討は行っていないところで

ありますことから、具体的にお示しをできる状況ではございませんが、実施設計もしくは建設工事の段階におき

ましては具体的な調査、検討等を進めていく必要があるのかなと思っております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 佐々木委員。 
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佐々木委員 

 私のほうからは 2点質問いたします。まず小学校施設空気環境測定事業、予算書 175ページ、附属資料 18ペー

ジです。教室の空気の測定を行うということです。学校環境衛生基準での測定となります。シックスクールについ

て、建材などについての測定としてはきちんとしたものだと思っているのですが、子どもたちの過ごす教室の空

気環境が良好だとそれだけで判断してよいのか、市の見解を伺います。 

 もう一つ、国際交流事業について伺います。予算書は 187ページ、附属資料 25ページです。滝委員の質問の答

弁で大体のことはわかったんですけれども、過去に交流を中止した年というのがあったのかどうか、また、その年

はどういう対応をされてきたのか、わかる範囲でお答えいただければと思います。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 佐々木委員のご質問のうち、小学校施設空気環境測定事業についてお答え申し上げます。学校環境衛生基準に

基づく検査につきましては、学校の施設そのものの安全性を確認するため、文部科学省が教室内で存在が懸念さ

れる物質について、科学的な知見に基づき設定したものであり、適切なもの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 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 カナダ・サスカツーンの過去の中止状況でございますけども、2 回ほどございます。1つが平成 15年の SARSの

発生で派遣の中止、それから平成 23年、これは東日本大震災の関係で受入れを中止したと。この 2件でございま

す。以上です。 

 

川崎委員長 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 国際交流事業のほうについては分かりました。またいろんな状況が変わっていくと思いますので、その時々で

判断することがあるかと思います。 

 小学校施設空気環境測定事業について再質問いたします。子どもたちが実際に吸っているのは人がいるときの

空気であります。近年、シックスクールのみならず、洗濯の際に使われた柔軟剤など化学物質の成分に反応して体

調を崩してしまう化学物質過敏症の例が報道されております。これはアレルギーの発症と同じように、誰もがな

る可能性があるとのことです。児童・生徒から訴えがあった場合、基準を満たしているから問題ないということに

しないで、積極的に換気をしていくとか、空気中の化学物質で具合が悪くなる人もいるんだよということを周知

することができたら、化学物質に反応してしまう児童・生徒の学習権を守ることにもつながりますし、発症してい

ない児童・生徒の健康も長い目で見て守れるのではないかと考えますが、見解を伺います。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 
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下野教育総務課長 

 再質問にお答え申し上げます。委員のご指摘になった部分につきましては、いわゆる香害というものになろう

かなと思っております。香害につきましては、原因物質と、またその発症のメカニズムなど科学的な因果関係が解

明されていないことから、国において基準等が整備されていないものと理解しているところであります。ただ、ご

指摘のありました換気の関係につきましては、同じく学校環境衛生基準の中で、二酸化炭素など他の基準で、1時

間の授業が終わった後に 1 回換気するなどの方法が示されておりますので、この中で一定程度対応できるものと

考えております。 

 また、柔軟剤等のにおいで不快に感じられる方がいるということで、今年度、市教委で把握した限りではありま

すが、ポスターの掲示を行ったところですとか保健だよりにより啓発を行ったところなど、こういった学校があ

るということでございましたので、こういった形で対応することは可能と考えておりまして、校長会において話

題提供するなどの検討をしてまいりたいと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私のほうからは、まず、まちづくり構想策定事業、予算書では 67ページ、附属資料では 14ページになります。

これは新たに給食センターを設置する事業ですけれども、現在非常に老朽化した小学校の給食センターが新しく

なるということで、現在のアレルギー除去への対応が非常に老朽化しているということで不十分だということも

言われていますけれども、今度の新しくなることによってアレルギーの除去の品目というものがどの程度改善さ

れていくのか、またラインですとかそういう設備関係のところでどういうふうに改善されていくのかということ

をお伺いしたいと思います。 

 二つ目は生涯学習振興費ということで、187 ページ、附属資料では 21 ページになりますけれども、中央公民館

も含めてお聞きしたいと思いますけれども、先般の教育長の教育行政執行方針の中で、地域における生涯学習の

推進に関してこういうふうに述べられています。「中央公民館に配置している専門職を中心に、各地区の生涯学習

振興会や団体の自主的な生涯学習活動を支援するとともに、障がい児・者の学習機会と社会参加のきっかけづく

りに取り組んでまいります」と執行方針で言っているわけですけれども、この中で、中央公民館の果たす役割、そ

れと社会教育主事が配置されて、教育機関として整備しているわけですけれども、ただ、生涯学習振興会というも

のは、前も私も一般質問の中で質問させていただきましたけども、団地地区の中にはそういう振興会というもの

が設置されていないということで、いろんな団体がいろんな行事をやっているということで、とりあえずそうい

うものについてはつくらないという方針なんですけれども、それと今の教育執行方針で述べられた中央公民館を

中心に生涯学習、社会教育を進めていくという関係のところがどういうふうに展開されていくのかというあたり

を詳しく述べていただきたいなと考えます。 

 

川崎委員長 

 岡給食調理場整備担当参事。 

 

岡給食調理場整備担当参事 

 山本委員からのご質問のうち、まちづくり構想策定事業、こちらの部分について私からご答弁申し上げます。ま

ず、新施設でのアレルギー対応の給食につきましては、現在他の自治体の児童数での事例などを参考に 20名程度
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の規模で考えてございます。対応するアレルゲンにつきましてはアレルゲンの 7 大品目がございますが、そのう

ちの卵と乳、この 2品目を最優先の対応として取り組んでいきたいと思っております。 

 それと、調理に係るラインですが、現在の学校給食センターには食物アレルギーの対応をした調理施設はござ

いません。新しい防災食育センターにはこの食物アレルギー対応食用の厨房、独立した厨房を設ける予定でござ

います。こちらの厨房で行います調理でございますが、今のところ、除去食と代替食、こちらを基本とした施設整

備を考えてございます。この独立した厨房をつくることによりまして、ほとんどの献立について対応が柔軟にで

き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 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 山本委員のご質問にお答えさせていただきます。まず中央公民館につきましては、当市における社会教育法に

基づきます社会教育事業を推進するための中核施設として、様々なサークル等の安全・安心な活動場所として重

要な施設であるということを考えております。平成 30年度に社会教育委員の会議からの答申であります「北広島

市における公民館のあり方について」におきましても、公民館における社会教育事業の充実の必要性について述

べられているとともに、生涯学習の個の学びとは別に継続的な学習活動に結びつく学習機会の提供や社会教育を

通した人づくりの積極的な取組について述べられているところでございます。これらの議論を踏まえながら、今

年度の会議におきましても具体的な公民館事業の取組についてご議論いただいているところでありまして、今後、

市民を対象とした事業の実施について検討を進めてまいりたいと、そのように考えております。 

 次に、団地地区における生涯学習の振興につきましては、社会教育委員の会議の答申の中にも述べられており

ましたが、団地地区内については、民間施設の開設による新たな学習機会の提供や諸団体による学習機会の充実

が図られていることから、団地内の生涯学習環境の変化を注視しながら、それぞれの活動がより活発になるよう

な緩やかなネットワークづくりといった方法などについて検討が必要と述べられているところでございます。特

に団地内におきましては、民間事業のほかに芸術文化ホール、図書館、エコミュージアムセンター知新の駅などの

生涯学習活動を享受しやすい環境にありますことから、各地区の生涯学習振興会とは違った形で、様々な教育力

を生かしながらどのような生涯学習振興を図っていくかの方策について、中央公民館に配置されております専門

職の専門性を生かしながら検討してまいりたいと、考えております。以上です。 

 

川崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず給食のアレルギー除去なんですけれども、卵と牛乳を中心にということなんですけれども、それですと今

の給食センターの取組と変わらないんですよね。今も牛乳と卵を中心にということなんですけれども、やはり新

しい施設の中でこのアレルギー対応については拡充していただきたいと思うんです。全国的に見ますと、5種 9品

目ですとか、かなり幅広くアレルギーの除去について対応していると。いろんな市でそれぞれ考えられて対応さ

れていますけれども、アレルギー対応についてはもっと増やしていただきたいなと思います。具体的に今お弁当

対応ということで、アレルギーで給食が食べられない、お弁当対応の生徒さんいらっしゃると思うんですけれど

も、その児童・生徒が、今度の除去品目の対応の中で減ることは可能なんでしょうか。また、今、給食の在り方に

関する基本方針ですとか給食センターのアレルギー除去の基本方針をつくられていると思うんですけども、これ

は今の古い体制の中での基本方針ですので、これについて抜本的に改正すべきだと思います。それで、そのときに
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かなり参考にしてほしいなと思うのは、アレルギー除去の具体的な内容の手法について、ほかの市ではきちんと

ガイドラインという形で明記されているんですね。ですから、今度、改訂を行うに当たって、アレルギー除去のガ

イドライン、要するにどういう形で確認していくのか、それから、学校や先生がどういう形で確認していくのか、

保護者や児童・生徒がどういうことを確認していくのかというあたりをきちんと細かく分かりやすく記載した、

そういう方針をつくっていくべきだと考えますけれども、それについての見解をお伺いします。 

 それから生涯学習振興について、特に公民館の役割なんですけれども、確かに団地地区についてはいろんな施

設ができて、緩やかにネットワークをつくるということも答申の中で出ているわけですけれども、一つはやはり

専門職ですね、中央公民館なりそこに配置されている社会教育主事という専門職の方は、要するに教育機関とし

てやはり市内の施設がきちんと充実させるように助言していく、そういう責務があるわけで、そういう意味では

例えば中央公民館なり、そこの社会教育主事が中心となって団地地区のネットワークづくりを積極的にイニシア

チブをつくっていくということも必要だろうと思いますし、単なる貸館ではなくて、そういういろんな施設がき

ちんとした社会教育活動を行えるような、そういう内容の取組なども助言していく必要があると思うんですけれ

ども、その点について見解をお伺いしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 岡給食調理場整備担当参事。 

 

岡給食調理場整備担当参事 

 それでは、山本委員の再質問にお答え申し上げます。まず新たな施設でのアレルギー対応給食でございますが、

先ほども申し上げましたが、除去食そして代替食のほうを考えています。例えば代替食でいきましたら、クリーム

シチュー、こちらは一般的には牛乳とかを使いますけれども、新しい施設のほうではこちらの牛乳を例えば豆乳

に切りかえて新たに調理をして子どもたちに提供する。今までにできなかったことが新たな防災食育センターで

はできるようになると考えています。こちらの対応ができるよう現在、施設整備の基本設計を含む実施計画の策

定を進めているというところでございます。こちらがハードの部分のお答えになろうかと思います。 

 それから、委員からご質問がありました主にソフトの面、基本方針の改正、それから他の自治体の部分の検証や

確認、それから様々なアレルギー対応に向けたガイドライン、こちらの部分につきましては、私どもまだ基本設計

の段階ではありますが、他市の給食センター、他の自治体の対応も今調査していまして、やはりアレルギー対応の

部分は整理をした上で平成 6 年の供用開始のときに準備していかなければいけないものと思っております。まだ

まだやっていかないといけない課題、それから検討がございますので、引き続きご協力をお願いしたいと思って

おります。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 吉田社会教育課長。 

 

吉田社会教育課長 

 山本委員の再質問にお答えさせていただきます。まず社会教育事業につきましては、社会教育事業を通じた継

続的な学習活動に結びつける事業展開、その延長線上には人づくりの視点を持ちながら取り組んでいくことが大

切かとも考えております。現在の専門職であります社会教育主事の取組につきましても、求めに応じた指導・助言

をするとともに、社会教育、生涯学習の振興の長期的なビジョンに立った計画づくり、そういったものを担ってい

ただいているとも考えております。その観点からも、団地地区に限らず、市内のいろんな地域における学習機会の

提供や、こういった学びの成果を生かす場の提供について、積極的な発信と取組、こういったところに努めてまい

りたいと、そのように考えております。以上です。 



R2.3.9【令和 2年度 予算審査特別委員会】個別質疑 4日目 

 

25 

 

 

川崎委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 質問ではないんですけれども、ぜひ、学校給食センターですね、新しいセンターについてはアレルギーの問題を

きちんと対応していただくようにお願いしたいと思います。 

 それから、生涯学習振興のほうなんですけども、社会教育のほうなんですけれども、やはり今おっしゃられたよ

うに、人づくりといいますか、市民がやっぱり自ら主権者として育っていくと、学習していくという、そういう中

での社会教育施設というのは非常に重要になってきていると思うんですけれども、全体の傾向としては、やはり

貸館業務と違いが何かわからなくなってきているという、そういうような見方もされていますので、やはり教育

施設としての役割というのを、これは公民館だけでなくエコミュージアムも図書館もそうだと思うんですけども、

一体となって、やはり市民の学習権なり教育力というものを強めていくような取組をぜひしていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

川崎委員長 

 質問を受けます。 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 私のほうからは三つの事業についてお伺いします。学校教育相談員活用事業について質問します。こちらの事

業は小・中学校における各諸課題に対する指導・助言、あと専門的な指導を行うための経験豊かな教員経験者を配

置するという事業で行われていますが、こちらの配置している人数と勤務状況、またどのようなタイミングでサ

ポートに出向いているのか、定期的なサイクルで回っているのか、課題が起きた都度相談しているのかなど、勤務

状況についてお伺いしたいと思います。それと、授業の科目が増えたり時間が増えたりなど現場は多忙かと思い

ますけれども、この相談員の方の役割というのは大きいものではないかと考えます。また、教育現場の課題のサポ

ートとしての、そういう意味での配置人数、時間など、充足しているのか見解を伺います。 

 二つ目が要保護・準要保護児童及び生徒への援助事業ということで修学旅行への援助事業についてお聞きしよ

うかと思っていたんですけれども、昨今の状況がありますので、1点確認させていただきたいと思います。今、対

応の検討が様々行われているとは思いますが、中学校の実施について、現時点で検討状況など説明できることが

あればお伺いしたいと思います。 

 3点目が図書館フィールドネット連携事業です。これまでの事業継続において、こちらへの予算が 150万円ずっ

とついてきていたんですけれども、ボランティアにかかわっている皆さんも、それぞれの活動で、限られた予算内

でやりくりを工夫して、またその中で予算がということで悩む声も私のほうに寄せられていました。こちらが 130

万円ということで 20万円もの予算減というのは、事業や活動内容にも大きく影響するものではないかと私は懸念

しています。予算減の理由について説明をお願いします。また、関係活動団体の方たちとももちろん協議されてき

た経過があると思いますが、そちらについても併せてお伺いします。 

 

川崎委員長 

 冨田小中一貫・教育施策推進課長。 
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冨田小中一貫・教育施策推進課長 

 鶴谷委員のご質問にお答え申し上げます。学校教育相談員活用事業についてでありますが、学校教育課で配置

している指導主事に加えまして、小中一貫・教育施策推進課に 1 名配置するための経費でございます。主に市が

推進する小中一貫教育や幼保小連携の業務を円滑に行うために、通常のパートタイム会計年度任用職員の時間数

を配置しているところであります。各学校で共通して取り組む指導案のひな形づくりなどの小中一貫教育の推進

に係る指導・助言など専門性を生かした業務に従事をしているところであり、勤務状況からその職責を果たして

いるもの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 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 鶴谷委員のご質問にお答えいたします。修学旅行につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、

市立小・中学校長に対して、4月に実施予定の修学旅行等については実施時期の延期及び必要に応じた旅行先の変

更等を検討するよう依頼しているところであり、全ての小・中学校において旅行業者等と協議をしているところ

であります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 それでは図書館フィールドネット連携事業についてお答え申し上げます。予算減額の理由ということでござい

ましたけれども、経年の事業運営により、これまでに作成した用具の活用や効率的な運営方法が蓄積されており

ますことから、内容を精査いたしまして経費の削減が見込まれると考えたところでございます。また、対象となり

ます図書館フィールドネットの皆様との協議ということでございますけれども、これまでも効率的・効果的な事

業運営についてお話をさせていただきましたけれども、今回の予算が決定いたしましたら、団体の皆様には内容

を説明して理解を求めていきたいと考えているところでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 学校教育相談員活用事業についての再質問なんですけれども、ご説明については理解いたしました。この指導

の範囲なんですけれども、適応指導塾、みらい塾やことばの教室など、ほかの教育機関にも訪問して助言などの活

動を行っているのか、確認の意味でお伺いします。 

 図書館フィールドネット連携事業についてなんですけども、読書の普及というのは、年代問わず効果が広くあ

るものだと思いますが、私も、子育て家庭の皆さんにとっては、本に関する、やっぱり子どもに本に関心を持たれ

ないというところで、そういったノウハウがあるボランティアの皆さんによって子どもが興味を持っていくとい

うことで、すごく果たす役割は大きいものと考えます。ボランティアさんの担い手の問題も聞こえてきてはいま

すが、予算の縮減によって団体の皆さんの活動が萎縮することのないよう、協議の状況によっては補正予算の検

討も含めて必要な支援と連携を進めていただきたいと考えますが、ご見解があればお伺いします。 

+ 
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川崎委員長 

 冨田小中一貫・教育施策推進課長。 

 

冨田小中一貫・教育施策推進課長 

 鶴谷委員の再質問にお答え申し上げます。先ほどご質問のありました部分に係ります指導・助言につきまして

は、先ほどご説明いたしましたとおり、学校教育課で配置している指導主事が指導を行うものであります。以上で

あります。 

 

川崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 事業の関係でございますけれども、これまでも例えば安価なものを購入するですとか、効果的な事業内容のた

めにどうしたらいいのかという内容を図書館と関係するボランティアの皆さんと協議させていただいております。

その蓄積した内容を今後の内容で精査させていただいたという状況もございますけれども、今回の削減につきま

して理解をしていただけるように、図書館といたしましても、できる限りの物心ともに支援をさせていただく中

で、何とかこの状況の中で事業運営を効果的に進められるように検討してまいりたいと考えているところでござ

います。以上です。 

 

川崎委員長 

 質疑お願いします。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 では 3点お聞きします。簡潔に。教員住宅管理経費、173ページ、教員の管理者住宅、校長先生、教頭先生が住

んでいた住宅、市としては、20 年以上使ったところはそれ以上使用しないという方針のもと、利活用されている

ものも幾つかあるようですが、現在空き家状態ですが、今何戸あるのか。また、地域から、校長先生、教頭先生が

使っていた住宅を何かしらの利活用をしたい、そんな声も我々市議にも寄せられておりますけども、今後、この施

設利用の検討スケジュールはどのように考えているのかお聞きします。 

 2点目、図書館サービス提供事業、191ページ、ブックキャラバンですね、今年度の効果、それから新年度のブ

ックキャラバンは何校で実施するのか、また、これをやるために新たな図書の購入などは必要なのかどうか。 

 それから 3 点目、教育費、ちょっとページ数戻りますが 166 ページ、スクールサポートスタッフ配置事業、市

でこれは取組を始めていますが、新年度は何校に配置の予定なのかお聞きします。 

 

川崎委員長 

 下野教育総務課長。 

 

下野教育総務課長 

 藤田委員のご質問のうち、教員の管理者住宅についてお答えを申し上げます。令和 2 年 3 月 1 日時点におきま

して教育用財産として 22 戸所管しており、供用廃止とした 17 戸が現在空き家となっているところであります。

今後の利活用につきましては、昨年第 4 回定例会においてお示しをしました北広島市公共施設等個別施設計画教

育住宅編（案）にあるとおり、教育用財産としての廃止を基本的な方針としているところですが、今後のあり方に
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つきましては、市教職員住宅委員会における議論、教育委員会会議における審議、また、その後は市有財産として

の在り方の検討が必要となるものでありまして、今後のスケジュールにつきまして、現時点では明確にお示しす

ることができないものでございます。以上であります。 

 

川崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 それでは、図書館サービス提供事業のブックキャラバンについてお答え申し上げます。ブックキャラバンの効

果についてでありますが、開催した小学校の子どもたちにつきましては、学校図書館以外の多数の本と触れ合う

ことができたことで本への興味・関心が高まり、学校図書館のほか市の図書館への利用も増加するなどの効果が

感じられているところでございます。次年度につきましては本年度同様、学校からの要望により 2 校程度の開催

を予定しているところでございます。また、このために新しい本ということではございますけれども、基本的にこ

の事業は図書館の既存の本を活用しての事業でございますので、特にこのためにということでは考えていないと

ころでございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 河合学校教育課長。 

 

河合学校教育課長 

 藤田委員のご質問のうち、スクールサポートスタッフについてお答えをいたします。スクールサポートスタッ

フにつきましては、現在、北海道教育委員会に対して令和 2年度の派遣申請を行っているところでありますので、

配置については現段階では決定しておりません。なお、令和 2 年度につきましては、配置済みの東部小学校と西

部小学校の継続派遣も含めて 5校への派遣申請を行っているところであります。以上であります。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問、1点だけ。ブックキャラバンで、今、課長からありました令和 2年度 2校程度予定、一応、学校名、ど

こなのかお答えください。 

 

川崎委員長 

 丸毛文化課長。 

 

丸毛文化課長 

 来年度につきましては、今のところ 2 校程度を予定しておりますけれども、まだ正式に決定はしておりません

ので、あらかじめ、図書館といたしましては 2校程度実施するような形で準備を整えている状況でございます。 

 

川崎委員長 

 ほかにありませんか。 

 以上で教育委員会所管の総務費及び教育費の質疑を終了いたします。 
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 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 47分 

再 開  午前 11時 47分 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に水道部所管の水道事業会計予算の質疑を行います。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 それでは簡潔に 1点だけ質問します。毎年聞いていますが、令和 2年度の中で水道管の 40年以上経過している

老朽管、これの更新の予定、それからエリア、また、それを工事することによって老朽管がどの程度、何％まで解

消されるのか、その辺ちょっと詳しく説明をお願いします。 

 

川崎委員長 

 笹原水道施設課長。 

 

笹原水道施設課長 

 藤田委員のご質問についてお答えいたします。老朽管更新につきましては、これまでも老朽管更新計画に沿っ

て、布設後 40 年を経過し、かつ被災リスクの高い TS 継手を使用している硬質塩化ビニル管について布設替えを

行ってきたところです。令和 2 年度につきましては事業費 1 億 7,599 万円、延長 2,210 メートルの更新を予定し

ており、地区別につきましては、北広島団地地区 1,450 メートル、緑の郷地区 130 メートル、大曲ニュータウン

地区 190 メートル、稲穂地区 180 メートル、新富地区 260 メートルを予定しております。この結果、老朽管更新

計画の更新率につきましては、北広島団地地区 98.6％、緑の郷地区 64.5％、大曲ニュータウン地区 22.5％、稲穂

地区 21％、新富地区 13.7％となる予定です。令和 3年度以降の残延長につきましては、北広島団地で 1,020メー

トル、緑の郷地区で 1,120 メートル、大曲ニュータウン地区で 1,820 メートル、稲穂地区で 6,730 メートル、新

富地区で 6,350メートルを見込んでおります。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 予算の関係もありますので、早くやれればこしたことないんですけども、まだ半分もいっていないところが今

幾つかありましたけども、ここというのは毎年度のペースでいくのか、もう少しスピードアップできそうなのか、

今後の見通し、答えられる範囲でお聞きします。 

 

川崎委員長 

 笹原水道施設課長。 

 

笹原水道施設課長 

 令和 2 年度で北広島団地地区の更新が一定のめどが立ちますので、残りの箇所につきましては更新のペースが

アップできるよう計画的に進めていきたいと考えております。 
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川崎委員長 

 以上で水道部所管の水道事業会計予算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 51分 

再 開  午前 11時 52分 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 次に下水道事業会計予算の質疑を行います。 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 では 1 点だけお聞きいたします。これはちょっとページ数に関係ない質問になりますが、下水道課で進めてき

た、いわゆるデザインマンホールのマンホールカード、この配布枚数が今年度で何枚まで行ったのか。それから、

新年度に向けてですけども、先日、我が会派といたしまして名護市に視察に行ってまいりまして、名護市営球場を

ちょっと見てまいりました。そのとき、その敷地にデザインマンホール、日ハムのデザインをあしらったデザイン

マンホールがあり、これが大変好評だということで、市の方から説明を受けてまいりましたが、当市といたしまし

ても、3年後に日本ハムの球場ができるわけですが、その敷地内にデザインマンホールの設置の考え等を持ってい

るのかどうかお聞きいたします。 

 

川崎委員長 

 橋本下水道課長。 

 

橋本下水道課長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。マンホールカードの配布枚数につきましては、マンホールカードは

平成 29 年 12 月から配布しており、令和 2 年 1 月末までの配付枚数は 5,777 枚配布しております。平成 29 年度

1,304 枚、平成 30 年度 2,521 枚、今年度 1,952 枚となっております。令和 2 年度については実績から約 2 千枚を

想定しております。 

 次に、球場敷地内でのデザインマンホール蓋設置についてでありますが、新たなマンホールカードを作成でき

るような、ボールパークにふさわしいデザインマンホール蓋を前向きに検討してまいりたいと思っております。

以上であります。 

 

川崎委員長 

 以上で下水道事業会計予算の質疑を終了いたします。 

 以上をもちまして予定した議案の質疑は全て終了いたしました。お疲れさまでした。 

 個別質疑において留保し、総括質疑を行う委員は、3月 10日午後 3時までに通告書を提出願います。 

 また、3月 17日午前 10時からの予算審査特別委員会は、総括質疑の後、議案ごとに討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会といたします。お疲れさまでした。 

 

 

午前 11時 55分 
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委 員 長 川 崎 彰 治 

 


