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令和 2 年 予算審査特別委員会（総括質疑） 

 

1 開 催 期 日   令和 2年 3月 17日（火） 午前 10時 00分から午前 11時 50分 

 

2 開 催 場 所   市役所 5階 本会議場 

 

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

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

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

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

橋本博委員、中川昌憲委員 

 

4 欠 席 委 員   なし 

 

5 委 員 外 委 員   なし 

 

6 市 側 出 席 者   市長          上野 正三   監査委員        川村  豊 

副市長         道塚 美彦   教育長         吉田 孝志 

企画財政部長      川村 裕樹   総務部長        中屋  直 

防災危機管理担当部長  米川 鉄也   市民環境部長      高橋 直樹 

保健福祉部長      三上 勤也   子育て支援部長     仲野 邦廣 

建設部長        平川 一省   経済部長        砂金 和英 

経済部理事       水口  真   水道部長        藤縄 憲通 

会計室長        広田  律   監査委員事務局長    川合 隆典 

教育部長        千葉 直樹   教育部理事       津谷 昌樹 

消防長         佐々木 伸 

総務課長        杉山 正一 

 

 

8 事 務 局    議会事務局長      藤木 幹久   書記          金田  周 

 

9 傍 聴 者      2名 

 

10 案 件    議案第 17号 令和 2年度北広島市一般会計予算 

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

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

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

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

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

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

 

 

川崎委員長 

 ただいまから予算審査特別委員会を開会いたします。 

 傍聴の取扱いについては、申合せにより許可することといたします。 

 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 

 以上 7件を一括して議題といたします。 

 総括質疑を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 初めに、公明党の総括質疑を行います。藤田豊委員。 

 

藤田委員 

 改めまして、皆さんおはようございます。公明党の藤田でございます。総括質疑ということで、2点にわたりま

して市長の見解をお伺いしたいと思いますので、早速、通告に基づいて質問に入ります。 

 最初に、事業継続計画、いわゆる BCPと呼ばれる、この策定について市長にお尋ねいたします。事業継続計画と

は、災害時に行政みずからも被災し、人、物、情報等、利用できる資源に制約がある状況下において優先すべき実

施すべき業務、非常時優先業務と言われておりますが、それを特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継

続に必要な資源の確保等、あらかじめ定める計画です。地方公共団体の防災対策を定めた計画としては地域防災

計画があり、これを補完して具体的な体制や手順等を定めたものとしては各種の災害対応マニュアルがあります

が、事業継続計画は、これらの計画を補完し、または相まって、地方公共団体自身が被災し資源制約が伴う条件下

においても非常時優先業務の実施を確保するものです。なお、事業継続計画をどのような文書体系にするかは各

市町村の実情に合わせればよく、必ずしも独立した計画書でなくてもよいとされています。 

 地方公共団体は、災害発生時においても行政機能を確保し業務を継続しなければなりません。このため、地方公

共団体において事業継続計画を備えておくことは極めて重要であります。総務省の調査によりますと、地方公共

団体における事業継続計画の策定状況は、都道府県で 2016 年度末に 100％に達しました。市町村では、2017 年 6

月時点で前回調査から 22ポイント上昇し 64％となっていて、現時点ではさらに増えていると思われます。事業継

続計画の中核となり、その策定にあたって必ず定めるべき特に重要な要素として以下 6 要素があります。市町村

はこれらの 6要素について、あらかじめ定めておくものとされています。1、首長不在時の明確な代行順位及び職

員の参集体制、2、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、3、電気、水、食料等の確保、4、災害時

にもつながりやすい多様な通信手段の確保、5、重要な行政データのバックアップ、6、非常時優先業務の整理とさ

れています。本市ではこの 6要素のうち既に幾つかは達成済みであります。 

 私は 2017年第 4回定例会で事業継続計画、BCPの策定について次のように質問させていただきました。「栃木県

真岡市は、このほど企業や団体が災害発生時などにとるべき行動をあらかじめ定めた事業継続計画、BCP策定推進

都市を宣言いたしました。中小企業や介護施設などの BCP 策定を積極的に支援し、まち全体の防災力強化を目指
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す取組であります。BCPは、自然災害など緊急事態を想定し、速やかな復旧や中核となる事業を継続するための行

動や手段をまとめた計画書で、東日本大震災以降、自然災害に対応した BCP 策定が全国の自治体や企業で広がっ

ております。本市も新庁舎が完成し、ここに災害対策本部が設置できるようになったことから、他市のように事業

継続計画を早急に策定すべきと思いますが、いかがでしょうか」。そのときの市長の答弁では、「事業継続計画の策

定についてでありますが、災害時に継続すべき重要な行政サービスについて一定レベルを確保するとともに、全

ての業務を早期に再開するための事業継続計画の有用性は認識しているところであります。新庁舎の完成に伴い、

災害時における安全性の確保や情報通信設備、自家発電装置など、主要な機能の整備が図られましたことから、今

後の計画について検討してまいりたいと考えております」とのことでありました。 

 今回の新年度予算においては、事業継続計画の策定に対しての予算が組まれておりません。事業継続計画の策

定は市町村の標準装備といえることから、計画の策定に向けた市長の見解をお伺いいたします。また、石狩管内の

市で事業継続計画の策定済みのところは幾つあるのかもあわせてお伺いをいたします。 

 次に、ふれあい温泉の入浴料の負担の見直しについてお尋ねをいたします。本市では、2011 年 4 月から今まで

のふれあい温泉入浴助成事業を見直して、急速に進む高齢化に対応し、ふれあい温泉の対象者が増加する中で持

続可能な事業とするため、助成額を入浴料の半額に変更し、個人負担 300円に引上げました。あわせて、高齢者の

皆さんに多く利用してもらいたいとの理由で、年間利用回数 10 回を 12 回に拡大しました。しかし、その後、ふ

れあい温泉の対象施設の入浴料の値上げが続き、現在では当初本市が示していた助成額を入浴料の半額にすると

した制度設計に合わなくなってきております。民間企業の入浴料の値上げは経営努力だけでは限界があり、やむ

を得ないものと理解いたします。対象施設によって違いますが、ふれあい温泉利用者の入浴料の自己負担は現在

400円から 500円となっております。例えば 500円の自己負担となれば、市外の近郊の温泉施設で入浴回数券を買

って入浴する場合、1回 400円程度で入浴できる施設もあり、北広島市内で温泉に入る魅力が薄れている状態にな

っています。こういったことから、ふれあい温泉利用対象者の利用回数が伸びない原因の一つになっていると思

われます。現在毎年 800 名程度の方が 65 歳の仲間入りをし、ふれあい温泉事業の対象者は増え続けていきます。

また、ボールパーク施設内にも温泉の構想があることから、将来、四つ目のふれあい温泉事業の対象施設にもなる

ことが予想されます。 

 以上のことから、早急にふれあい温泉入浴料の個人負担の見直しをしてはと思いますが、市長のお考えをお聞

きいたします。 

 以上で 1回目の質問を終わります。 

 

川崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 藤田委員のご質問にお答え申し上げます。まず初めに、事業継続計画についてでありますが、本市におきまして

は、国が示す重要 6 要素のうち、首長不在時の明確な代行順位及び職員の参加体制や重要な行政データのバック

アップなどを定めておりますが、今後、非常時優先業務の整理につきましても策定に向けて取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、石狩振興局管内の策定状況についてでありますが、重要 6 要素の全てを定めている市は管内 6 市のうち

札幌市 1市となっているところであります。 

 続きまして、ふれあい温泉事業における助成額の見直しについてでありますが、本事業につきましては、高齢者

の健康維持や介護予防、交流の促進を図ることを目的として実施をしておりますが、元気な高齢者が増加をし、温

泉入浴以外に趣味などの自主的な活動にも多様化が見られ、ここ数年利用者数が減少をしているものと捉えてい

るところであります。市では、これまで地域でボランティア活動を行う団体への支援や、いきいき百歳体操の普及
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などのほか、来年度からは生活支援コーディネーターを追加配置するなど、多様な外出機会の確保や地域で高齢

者を支え合う体制の構築を図っているところであります。今後につきましても、高齢者の生きがいづくりや介護

予防等の視点から、来年度策定をする次期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中で当該事業を含めた各種

事業の在り方について検討を行っていかなければならないものと考えております。以上であります。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問を何点かさせていただきます。まず、BCPの再質問でありますが、市長の答弁でありました非常時優先業

務の整理の作成は、これは部単位で行うのか課単位で行うのかお聞きをしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 中屋総務部長。 

 

中屋総務部長 

 藤田委員の再質問にお答えをいたします。非常時優先業務の整理につきましては、災害対策本部の部及び班の

編成も踏まえながら、基本的には対象業務を所管する課の単位で作成することになるものと考えております。以

上です。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 次に、非常時優先業務を整理した後、参集可能な職員で実施できるかどうかを時系列で整理し、検証していくこ

とが望ましい、このように総務省は求めているわけですけれども、これは各所属で検証するのか、それともまとめ

役の総務課がするのかどうなのかをお聞きいたします。 

 

川崎委員長 

 中屋部長。 

 

中屋総務部長 

 お答えいたします。参集可能な職員数に応じた非常時優先業務の優先順位の決定にあたりましては、全庁的な

合意形成が必要となりますことから、取りまとめる課におきまして検証することになるものと考えております。

以上です。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後に、BCPの作成においてですが、石狩管内の市を見ますと、一部外部委託をしてやっている市町村も見受け

られますけども、本市として外部委託等々をする考えはないのかどうかお聞きいたします。 
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川崎委員長 

 中屋総務部長。 

 

中屋総務部長 

 お答えを申し上げます。令和 2 年度におきましては予算の計上はしていないところでございますけども、管内

他市におきましても予算はかけずに策定したということを伺っておりますので、これらの先行事例も参考にする

など、効果的かつ効率的な策定に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 わかりました。現在大企業では BCP作成はもう当たり前、標準ということでやっております。都道府県、それか

ら政令市、そういう大きい市は今どんどんつくっておりますので、本市を見ますと、市では一番、職員といいます

か社員数というカウントでいくと市役所が一番大きい組織でありますから、まず市でこの BCP をぜひつくってい

ただいて、それから、先ほど例に出しました栃木県の真岡市のように、市内の企業ですとか福祉施設に計画策定を

支援する側にぜひ市が立っていただきたい。そのように早くなっていただきたいということを要望して、この項

目の質問を終わります。 

 次に、ふれあい温泉の再質問に移ります。市内の 65歳以上の方でふれあい温泉の助成券を利用している割合は

約 19％になるんだろうと思います。高齢者の外出の機会の拡大のためにも、市内の温泉の利用回数の拡大のため

には私は自己負担の金額はもう少し下げていくべきでないかと思いますが、見解を伺います。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 再質問にお答えをさせていただきます。ふれあい温泉事業の自己負担金額についてでありますが、高齢者を対

象とした様々な事業を市では実施をしているところでございまして、高齢者数の増加によって、これまでよりも

ニーズが多様化をしております。当該事業につきましては、温泉入浴を好む方だけに恩恵のある事業となってお

りますので、温泉入浴を好まない方も含めて各種事業の在り方について総合的に検討する必要があるものと考え

ております。以上です。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 以前の一般質問でも出たテーマ、質問の中身でもありますが、仮にボールパークに温泉が出た場合、ふれあい温

泉事業の対象となる可能性があるのかないのかお聞きしたいと思います。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 
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三上保健福祉部長 

 ボールパークに温泉が出た場合ということでございますが、入浴料等の事業内容が明らかになった際に事業者

と協議をしてまいりたいと考えてございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後に、市長答弁にありました次期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中で検討したいということであ

りましたが、どれくらいの時間をかけて検討しようとしているのかお聞きいたします。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 具体的なスケジュールにつきましては、来年度の保健福祉計画検討委員会の進捗状況によって異なってまいり

ますので、現時点では明確にお示しすることはできないところであります。以上です。 

 

川崎委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 最後にちょっと私の意見を言って終わります。この事業におきましては、先ほど部長が言われたとおり、温泉の

好きな方には恩恵がある事業であります。ただ、約 2 割ぐらいの方がこの事業を利用しているということからい

くと、やっぱりそれなりの割合だと思いますので、そういう意味では、この温泉利用者の方の満足度を満たす、そ

れから 2点目は、温泉対象事業者の市内における、この対象事業者の売上げの向上につながる、3点目は、この二

つが相まって最終的には入湯税として市の増収になるわけでありますから、この三つを満たすようなバランスの

とれた見直しをぜひこの次期の計画の中で検討していただくことを要望して、私の質問を終わります。 

 

川崎委員長 

 以上で公明党、藤田豊委員の総括質疑を終了いたします。 

 次に日本共産党の総括質疑を行います。初めに永井桃委員。 

 

永井委員 

 それでは、私からは三つの項目について市長の見解等を伺っていきたいと思います。 

 初めに、子育て世代への医療費助成事業についてですが、子育て世代への医療費助成については、これまでも子

ども医療費の無償化やひとり親家庭等医療費の助成拡充について求めてきました。その成果もあり、子ども医療

費は中学校卒業まで拡大されるなど実際成果もあらわれてきておりますが、このたびの予算質疑においても、ひ

とり親家庭等医療費助成については、現在の入院のみに限らず、通院への助成拡充を求めて続けています。しか

し、今後も実施は検討していないという答弁でありました。市が実施した子どもの生活実態調査でも、母子世帯の

47％、約半数が年収 300 万円以下という実態です。医療費の負担が大きい通院費への助成を望む声がシングルの
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子育て世代からも強く出されております。仮に通院への医療費助成を実施した場合、近隣市で実施している恵庭

市を参考にした算定で約 1,600 万円程度の予算計上であることが示されましたが、通院への助成を求めるひとり

親の要望についての市長の認識及び見解を伺います。 

 次に、廃棄物処理事業について伺います。予算質疑の中で、ごみの減量化が計画どおり進んでいないという答弁

でありましたが、現状でのごみ減量化計画に対して実際のごみの量はどの程度となっているのでしょうか。また、

最終処分場はこのままの状況ではあと何年でいっぱいになると考えているのでしょうか。現状認識と評価につい

て、市長の見解を伺います。 

 ごみの排出量は、焼却炉の建設費及び運転費用の負担金、千歳市にある焼却炉までのごみ運搬と焼却後の灰の

運搬費用となって現れてくると認識しています。予算質疑の中で、現在の計算では焼却炉の建設費の負担金が 20

億円、焼却炉の運転費用の負担金は毎年 1 億円との答弁でありましたが、現状と計画とのごみの排出量の差は負

担金や運搬費用など市の支出にどれくらいの差となってくるのでしょうか。ごみの運搬費用や焼却後の灰の運搬

費用などの見込額も含めて市長の見解を伺います。 

 ごみ減少化はもっと加速して行わなければならないと考えます。予算質疑では、市民への啓発については焼却

炉の稼働に伴う市民説明会の中で、減量化について周知・啓発していくということであり、新たな取組については

有識者の意見を聞いてとの答弁でありましたが、それだけでは取組が先送りになり、不十分と考えます。市長の見

解を伺います。 

 三つ目に、国保事業について伺います。2020 年度予算案では 3 年連続の国保税の引上げに係る予算計上がなさ

れており、市民へのさらなる負担増を課すことになっています。しかし、今でも高過ぎる国保税は引下げるべきで

あり、現在、新型コロナウイルス感染対策として外出制限や学校休業などで営業が大きく減少している市内の事

業者や仕事を休まざるを得ず収入が減少している労働者にとって、さらに国保税が上がることは今後の生活に大

きな打撃を与えることになります。こうした状況の中での国保税の増額はやめるべきと考えますが、市長の見解

を伺います。 

 引上げによって払いたくても払えない状況を強いられる滞納者が増えることも懸念されます。滞納者への対応

として交付している短期証、資格証明書は通常よりも有効期限が短く、期限切れごとに更新手続が必要であった

り、医療機関の受診時には全額負担をしなければならず、市民の負担が大変大きいものです。横浜市では、2016年

から資格証明書、2019 年から短期保険証の交付をやめ、正規の保険証を発行していることは理事側の皆様もご存

じかと思います。当市における短期証、資格証明書の交付の現状はどうでありますでしょうか。また、市民のセー

フティーネットである健康保険を取上げることは、市民の生命、命を滞納処分の担保にとることとなり、許される

ことではないと考えます。当市でも短期証及び資格証明書の交付をやめるべきと考えますが、市長の見解を伺い

ます。 

 資格証明書を交付された市民が市町村窓口に治療が必要だが医療費の支払いが困難であることを申し出れば、

市町村の判断によって短期保険証を交付できることが 2009年 1月 20日の政府答弁で示されています。また、2009

年 5月 18日には、発熱外来における取扱いとして、資格証明書によって受診した患者が新型インフルエンザの発

症の疑いがある場合には資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うことができるとの通知が出されております。

さらに、2009年 9月 25日には、医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する医療費の一時払いが困難である

旨の申出を行った場合には、新型インフルエンザの感染の疑いにかかわらず、当該世帯主は保険料を納付するこ

とができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられるとの文書が厚労省から出されています。こうしたこと

から、今回の新型コロナウイルスを含め、今後、緊急対策が必要となった場合、みなし取扱いや医療機関での一部

負担金の徴収猶予や減免など国保加入世帯への柔軟な対応を実施すべきと考えますが、現状の当市での対応及び

市長の見解を伺います。 
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川崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 永井委員のご質問にお答え申し上げます。まず初めに、ひとり親家庭等医療費助成事業についてでありますが、

本市におきましては、北海道医療給付事業を基本に医療費助成を行っているほか、児童扶養手当や就学援助、各種

利用料の減額などの経済的援助を実施しており、現在のところ、通院に係る医療費助成の拡大については考えて

いないところであります。 

 続きまして、廃棄物処理についてでありますが、ごみ埋立量につきましては、平成 30年度が 1万 4,907トンと

なっており、一般廃棄物処理基本計画における推計に対し約 3,400 トン多い状況となっております。また、最終

処分場の埋立て状況につきましては、来年度に測量調査を行い、今後埋立てが可能な容量を算出した上で、これま

での実績等をもとに今後の埋立て可能期間の算定などを行う予定としているところであります。 

 次に、ごみ処理広域化による費用負担についてでありますが、廃棄物焼却施設の建設に要する経費につきまし

ては、道央廃棄物処理組合の規約により、施設稼働後のごみ処理量には影響されずに構成市町の負担割合が定め

られており、昨年 11月の契約額から当市の負担見込額につきましては約 20億円となっているところであります。 

 次に、維持管理費についてでありますが、同様に規約において焼却施設に搬入されるごみの量などにより負担

割合を定められており、今後、組合において令和 3 年度に委託先の選定作業を進める予定となっておりますこと

から、現時点では基本設計時の想定額から本市の負担額を年間約 1 億円程度と見込んでいるところであります。

なお、焼却施設までのごみの運搬費用などにつきましても、運搬するごみの量などが影響することから、引き続き

ごみの減量化や経済的かつ効率的な収集運搬体制について検討をしてまいります。 

 次に、ごみ減量化の取組についてでありますが、焼却施設の稼働により分別区分が変わることから、収集日や収

集地区の変更なども含め、効率的な収集運搬、処理体制等について検討し、広域化に対応したごみ処理について計

画的に進めていく必要があると考えており、来年度に予定をしております一般廃棄物処理基本計画の改定の中で

現在取り組んでおりますミックスペーパーなどの資源化や生ごみ分別などの取組の強化を行うとともに、ごみの

減量化につながる効果的な施策について検討を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、国民健康保険事業についてでありますが、国は 3月 10日に新型コロナウイルス感染症に関する緊

急対策第 2 弾を発表し、感染拡大防止策のほか、学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応として、保護者が

所得を減らすことなく休暇を取得できるよう新たな助成金制度の創設や事業者、従業員の雇用を守るための雇用

調整助成金の拡大など、必要な対策をちゅうちょなく講じていくとのことであり、本市といたしましては適切に

対処をしてまいりたいと考えております。 

 保険税の引上げにつきましては、北海道から示された国保事業費納付金を納付するために必要な見直しを行っ

た結果であり、保険税を据置いた場合の不足分は後年に負担を強いる結果となり、急激な負担増につながるおそ

れがあることから、加入者の負担増加率の平準化、低所得者の負担増に配慮しつつ、不足が見込まれる約 1.5％の

保険税の引上げを行うこととしたところであります。 

 次に、短期証及び資格証明書の交付についてでありますが、国民健康保険法等に基づき、納付相談の機会を確保

することを主な目的として、本年 1月末現在、短期証を 235世帯に、資格証明書を 12世帯に交付しており、前年

度同時期と比較をし、減少しているところであります。本市といたしましては、税負担の公平性を確保するため、

引き続き滞納者への接触機会を増やし、納付相談を行い、個別の状況をしっかりと把握した上で交付事務が適切

に行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、緊急時における資格証明書の取扱いについてでありますが、国から 2月 28日付で新型コロナウイルス感

染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて通知があり、被保険者証

とみなして取扱うこととされており、本市におきましては今後も国及び北海道からの情報収集に努め、個別の状
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況に応じた対応を行っ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 

 永井委員。 

 

永井委員 

 では初めに、子育て世代への医療費助成事業について伺います。市長答弁では、ひとり親の通院への助成を求め

る要望についての認識についての見解、認識が答弁でなかったかのように思いますので、改めて伺いたいと思い

ます。もし現場のほうでこういう認識であるということを押さえているのでしたら部長のほうからも答弁お願い

いたします。併せて、入院のみの助成としている現在の既存施策においての支援家庭数、実質件数ですね、こちら

と実質助成費用はどのようになっているのでしょうか。また、一家庭への支援額は幾らになっているのか伺いま

す。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 再質問にお答えをさせていただきます。ひとり親の医療費助成事業についてでございますけれども、全国的に

制度の拡充の方向にあることは承知をしておりますが、制度を拡充する場合にあたっては、持続可能性のための

財源が重要なポイントとなり、限られた財源の中では長期的な視点で他の施策と比較し、優先順位を見極め、総合

的に判断しなければならないものと考えております。 

 助成の実績についてでございますけれども、平成 30年度の実績では、全体で受給者が 1,404人のうち親の方が

560人となっており、入院件数が 43件で助成金額が 283万 8千円となっているところであります。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 全国的に拡充していることを承知しているというのでしたら、ぜひやっぱり先進的に前向きに考えていってい

ただきたいと思います。大体 1,404 人で、その中で親御さんが 560 人ということでしたけれども、こちら、この

額によりますけれども、全額で 283 万円でしたか、これではちょっとひとり親家庭の生活苦は解消されないので

はないかと考えます。道内でも 30市町村のうち 7市で、2017年現在ですけれども、入院・通院とも拡大している

市があります。恵庭市以外でも私のほうから申し上げておりました稚内市や、また帯広市、北斗市、苫小牧市、小

樽市、網走市などが入院・通院とも実施していることを伺っております。個別質疑では、当市では石狩管内でも子

ども医療費など子育て世代への支援を率先して充実させているということでありましたが、そうであるのでした

ら、石狩地区管内において恵庭市に続いて当市でもひとり親への支援拡大を実現させていただきたいと考えます。

例を挙げますと、帯広市では人口規模が当市とは違いますけれども、2018 年決算で親御さんへの 1 人当たりの助

成額が大体 3 万 3 千円ぐらいと伺っております。帯広よりも人口が少ない当市ではこれよりも少ない金額で助成

が拡大できると思います。ぜひ今後も前向きに検討していっていただきたいことを強く求めていきたいと思いま

す。これからも通院費の助成は一般質問などで引き続き求めていきます。 

 続きまして、二つ目の廃棄物処理事業について伺います。最終処分場の使用状況が現状のままだと、あと何年で

いっぱいになると考えているのかということに対しての答弁は、来年度の測量調査の結果が出てからということ
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かと思うんですけれども、これではちょっとやっぱり後延ばし、先延ばしの状態が続くのではないかと思います。

市長答弁でもありましたが、ごみの埋立量が基本計画の推計に対して約 3,400 トン多いということでしたけれど

も、過去 4年間の推移を見ても大体 3,200トンから 3,400トン基本計画の推計に対して多い実態が出ております。

これではごみの減量化が進んでいない実態となっているのではないかと考えます。この年間 3,200トンから 3,400

トン多い推移の状況を踏まえて、焼却炉の維持運営費を単純計算しますと大体約 2,300 万円年間多くかかること

になります。この維持管理費の割合負担は組合で世帯数と処理量から定めているということでありますけれども、

実際の負担額が 2021年度以降検討されていくとのことですが、当市としても廃棄物を減少させるための取組が早

期的に必要だと考えます。例えば多少の経費がかかっても、以前から要望しておりますように、生ごみ袋の無料化

を実施するなど抜本的な対策を打つべきだと考えます。各家庭の生ごみの回収袋、黄色の袋ですね、こちらを無料

にすると幾ら経費がかかるのか、どれくらいの試算になるのか伺います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 永井委員の再質問にお答えを申し上げます。生ごみのバイオガス化処理の無料化についてでございますけれど

も、一般的には無料化や安価とすることによりまして異物の混入が増える傾向にあり、そのことによりまして生

ごみの投入先であります下水処理センターの機械等を損傷し、バイオガス化処理に支障を来すおそれがあります

ことから無料化については考えていないところでございます。なお、無料化した場合の影響額につきましては、そ

のまま専用の生ごみのごみ袋を使用した場合におきまして、昨年度の決算額から生ごみ処理手数料といたしまし

て徴収しました約 730万円が減収となるものと考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 生ごみの回収袋の無料化は様々な問題が出てくるということですけれども、この 730 万円程度で無料化ができ

るのでしたら、試行期間というか、そのような形で行ってもよいのではないかと考えます。 

 また、最終処分場に関してですけれども、ごみの減量化と関わるかと思いますが、今回の予算案で最終処分場の

かさ上げにかかわる測量費も予算が計上されています。こちらとの関連性はどうであると考えているのでしょう

か。また、現在の最終処分場の敷地内には新たな処分場を造成できる土地がないという市の見解ですが、どの程度

の期間、延命を図ろうと考えているのか伺います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 お答え申し上げます。最終処分場のかさ上げについてでございますけれども、広域によります焼却処理の開始

に伴いまして、本市でのごみの分別区分につきましては、例えば他市のように燃えるごみ、燃えないごみといった

分別区分にかわり、燃えるごみにつきましては広域で焼却処理を行います。それから、燃えないごみにつきまして

は今までと同様に埋立て処理をすることとなりますので、埋立量は大きく減少するものと見込んでございます。

このことから、まずは第 6 期の残容量、6 期でどれだけ埋立てができるのかということを測量調査を行いまして、
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その量を出した後に広域処理開始前の処理量であるとか広域後の埋立処理量を推計するなどして、どの程度のか

さ上げが必要かということを来年度以降判断をしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 新年度の測量が終わってからでないとわからないということですけれども、これまでの計画よりも実際の埋立

量が多いなど、焼却施設が稼働し始めましたら不燃ごみだけの埋立てになるということですけれども、これまで

の実績や実態から想定や試算ができるかと思います。そのようにしていくべきだと考えますが、見解を伺います。

また、維持管理費や運搬費用がごみの量により負担割合が定められることから、ごみの減量化や、また、経済的、

効率的な収集運搬体制について検討していくとの答弁でありましたけれども、維持管理費を基本設計時の想定額

である年間 1 億円程度より低く抑えるためにはどの程度のごみの減量が必要となると考えているのでしょうか、

伺います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 お答え申し上げます。広域処理におけます維持管理費についてでございますけれども、これにつきましては、2

市 4 町の各市及び町の負担額の算出にあたりましては道央廃棄物処理組合の規約におきまして負担割合が定めら

れてございます。維持管理費の 3 割につきましては関係市町割、それから 7 割がごみ処理量割となってございま

す。このうち、ごみ処理量割につきましては、人口規模の異なる 2 市 4 町ごとの処理量の割合をもとに負担額を

算出してございまして、組合の計画値で算出した本市のごみ処理量割は全体の約 17％となりますが、ごみの減量

化に取り組むことでこの割合も減少することと考えておりますことから、効果的な施策について検討を行ってま

いりたいと考えてございます。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 市のほうでも減量化が必要だということは認識しているということですので、次年度から始まる基本計画の改

定作業の中で、市として抜本的な対策を行っていっていただきたいと考えます。この市としての抜本的な対策と

いうことについて市の見解を伺います。また、市長答弁では焼却施設の稼働によって分別区分が変わることや収

集日、収集地区の変更などがあるということでしたけれども、そうでありましたら市民への周知徹底も早期的に

行う必要があると考えます。こちらの市民への周知徹底をどのような段階で行うのか伺います。 

 

川崎委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 お答え申し上げます。ごみの減量化に向けました新たな対策についてでございますけれども、一般廃棄物処理
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基本計画におきまして、本市のごみ処理の全体の在り方について有識者による外部委員会でもご議論をいただき、

進めることとしてございますので、新たな減量化に向けました施策につきましては専門家のご意見を伺いながら

検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。減量化におきましては、商品の包装も含め、商品等の購

入段階からの取組、それから、正しい分別の徹底による資源化などのごみを排出する段階での取組、それから、新

たな排出区分を設定することによりまして資源化を行うなどの処理段階による取組等があるものと考えておりま

すので、どの取組が本市にとって効果的で、かつ経済的であるのかも踏まえまして考えてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 それから、市民周知の関係でございます。分別区分の変更等に伴う市民への周知につきましては、令和 6 年度

から焼却施設の稼働に向けまして計画的に事業を進める必要があると考えてございます。また、十分な周知期間

を設けた市民周知が必要であるとも考えてございます。このことから、来年度改定を予定しております一般廃棄

物処理基本計画の改定の中で、ごみ収集区分からその後の処理、収集体制など、本市のごみ処理全体の方向性を示

す計画でもございますので、その中で事業スケジュール等も含めて策定を考えております。以上でございます。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 来年度から行われます基本計画の改定についても、市民から 10月からはパブコメを受け付けるというスケジュ

ールになっておりますけれども、この市民からの声も真摯に反映させていただきたいと要望いたします。また、組

合のほうでいろいろ決めていくということですけれども、当市としても組合の組合員となっておりますので、当

市としての考え方や、また、意見提案などを率先的に、積極的に行っていっていただきたいと要望いたします。 

 最後に、国保事業について再質問いたします。新型コロナ対策については、市長の答弁は国の政策頼みというこ

とにしかなっていないかと感じ取られました。新型コロナによる当市における市民生活や、また、市内の中小事業

者への打撃についてはもっと深刻に考える必要があると考えます。例を申し上げますと、実際に私どものほうに

も、就職が内定、決まっていたけれども、5月、6月まで自宅待機で待っていてほしいという企業側からの連絡が

あって働けなくなってしまったという相談や、また、派遣で働いている方は正社員と違って 1 か月間自宅待機を

していて、その中ではもう給料が出ないということで収入が減ってしまったという相談も寄せられております。

このような中での国保の値上げは許されるものではないと考えます。真剣に引上げるのではなく、真剣に引き下

げについて考える必要があると思います。市の考えは、保険税の据置きの分を保険で賄うという考えであること

から、後年に負担を回すということになるのではないかと考えます。そうではなく、一般財源を工夫して賄ってい

くべきだと思います。所得 100万円から 200万円の世帯で 7割、5割、3割の軽減該当でない世帯では、約 2千円

から 4千円台の上がり幅であることが市からの資料にも読んでとれます。これは大きな負担増となると考えます。

所得 100万円から 200万円世帯で軽減該当でない世帯数はどれくらいいるのか、まず伺います。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 お答え申し上げます。低所得者に係る軽減についてでありますが、所得 100 万円から 200 万円の世帯では被保

険者 2人以上が軽減対象となるものであり、平成 30年度決算時における本市の軽減対象世帯数は 913世帯で、非

該当となった世帯数は 1,154世帯、全世帯の約 15％に当たるものであります。以上です。 
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川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 1,154世帯もの人たちがこの大きな負担増を強いられることになります。やはりここは引上げるべきではないと

考えます。また、期限内に納付できない場合は納付期限を延長できることも政府のほうから通知されております

が、当市の対応はどのようになっていますでしょうか。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 納付期限の延長についてでありますが、地方税法の規定により、災害その他やむを得ない理由で期限を延長す

ることができることとされておりますが、現時点では考えていないところであります。納付できない場合につき

ましては、個別の状況に応じ、納税相談において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。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 現在は実施していないということですけれども、この今の情勢を見て、当市独自として、その納付期限の延長な

ども検討することが必要ではないかと考えます。ぜひこちらについても前向きに検討していっていただきたいと

要望いたします。 

 短期証、資格証明書の交付については、国保法に基づいて納付相談の機会の確保を主な目的として、滞納者への

接触機会を増やして交付事務が適切に行われるためという理由でしたが、実際の滞納の収納率の推移はどのよう

になっておりますでしょうか。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 お答え申し上げます。滞納繰越における過去 3 年間の収納率についてでありますが、平成 28 年度は 26.49％、

平成 29年度は 27.49％、平成 30年度は 28.58%となっております。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 短期証や資格証明書の交付については、横浜市のように当市でも中止をするべきだと考えます。このことにつ

いても、今後、改めて要望していきたいと考えます。 

 続きまして、現在、当市では 18歳未満の子どもには有効期限 1年間の被保険者証を出しているということです

ので、これも引き続き、子どもへの支援策として継続していっていただきたいと要望いたします。 
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 市長答弁では、国の通知、新型コロナウイルス感染にかかわる帰国者・接触者外来の受診時は資格証明書を保険

者証とみなすということを受けて個別対応を行うということでしたが、初回質問でも示しましたように、2009 年

9月には、医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する医療費の一時払いが困難である場合は、新型インフル

エンザの感染の疑いにかかわらず、特別な事情に準ずる状況にあると考えられるとの文書が厚労省から出されて

おります。この考えに準じれば、医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に対する医療費の一時払いが困難である

場合は、帰国者・接触者に限らず、疑いのある人全てに対し資格証明書を保険者証とみなすということができると

考えますが、当市での対応はどのようになさっていくのでしょうか、伺います。 

 

川崎委員長 

 三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

 新型コロナウイルス感染が疑われる方が医療機関を受診した際、窓口において資格証明書を提示した場合、被

保険者証とみなす旨、国から各医療機関に通知が出されておりますので、医療機関において適切な対応を行って

いただけるものと考えております。なお、医療機関から問合せ等があった場合には、適切な指導を行ってまいりた

いと考えてございます。以上です。 

 

川崎委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 今回の新型コロナウイルスに関しては、江別や札幌などで、市議団や市民団体が短期証や資格証明書の交付を

中止して国保証をきちんと発行するよう市に求めたり、医療機関での一部負担金の徴収猶予や減免などの措置を

十分に行うよう要望しております。当市においても柔軟な対応をこれからも求めていきたいと考えます。 

 これからも私たち日本共産党会派としても、新型コロナウイルスに限らず、特別な事情がある場合や、また、払

いたくても払えない場合によって柔軟な対応をするよう求めていくことを申し上げて私の質問を終わります。 

 

川崎委員長 

 次に人見哲哉委員。 

 

人見委員 

 私のほうからは 1 点、買物不便者対策事業についてお尋ねいたします。買物不便者対策事業におきましては、

私も第 2 回の定例会などでも取り上げてまいりましたが、市が実施した日常の買い物に関する状況のアンケート

結果を見ても、市内の 5地区で 22.8％から 45.1％の市民が買い物に何らかの不便を感じているという結果が出て

います。また、実際私たちのもとにも市民から、買い物が大変だ、何とかしてほしいといった声が多数寄せられて

おります。2019 年度の予算では、商業振興費における買物不便者対策事業の予算は 130 万 8 千円でしたが、2020

年度の予算は 5 万 4 千円と激減しています。建設文教常任委員会で配付されている資料に目を通しましても、地

区ごとの検討事項では、北広島団地地区の移動販売の運行、バス路線の変更、また、西の里地区では、先日行われ

ていました実証運行、バス路線の変更、これ以外は全ての地区において買い物サービス活用ガイドブックの配布

と買い物サービス活用講習会、この二つの事業のみで、市民が抱えている問題を積極的に解決しようという市の

姿勢がこの予算からは伝わってこないのが事実であります。 

 そこでお尋ねします。まず、5地区の買物不便者対策はこれで十分と考えているのか、市長の認識及び見解を伺
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います。 

 次に、2019 年 3 月にまとめた買物不便者支援のための調査検討業務委託報告書で全市地区別の取組方策の検討

が行われておりますが、これを地区ごとに具体化して実施すべきと考えますが、この点につきましても市長の見

解を伺います。 

 

川崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 人見委員のご質問にお答えを申し上げます。買物不便者への支援についてでありますが、平成 30年度に実施を

しましたアンケート調査の結果や民間事業者との協議に基づき、平成 31 年 3 月からモデル事業として移動販売

「おまかせ便カケル」を実施したところであります。また、昨年 10月に北広島団地のバス路線を再編し、日中の

時間帯において、新たに美沢の商業施設等をアクセスする路線を新設するとともに、本年 1 月から 2 月にかけて

西の里地区から大曲地区への日中の時間帯における買い物需要を検証するため、実証運行を行ったところであり

ます。来年度につきましては、アンケート調査において宅配サービスに興味のある方が多かったことから、市内事

業者等における宅配などの実施状況や店舗マップ、バス路線などを掲載したガイドブックを作成し、配布をする

ほか、消費者協会や民生委員・児童委員、買い物不便区域にある町内会などを対象に買い物サービスの活用を紹介

する講習会を開催するとともに、利用促進に向けた移動販売の検証作業を進めることとしているところでありま

す。この検証結果を踏まえながら、地域の実情に応じた具体的な方策について商工会や市内事業者等と引き続き

意見交換などを行い、検討を進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 

 人見委員。 

 

人見委員 

 では、再質問させていただきます。今の市長の答弁では、このほかの地域の実情に応じた取組については検討を

進めるとのことでしたけども、その場合の地域とは市内それぞれの地域を指しているのでしょうか。また、地区ご

との検討スケジュールはどのように考えているのでしょうか。例えば団地地区においては、コープさっぽろがカ

ケルを実施していますが、内容の見直しをする予定があるのでしょうか。そして、ほかの四つの地区についてはど

うなのでしょうか。この点についてお尋ねいたします。 

 

川崎委員長 

 砂金経済部長。 

 

砂金経済部長 

 人見委員の再質問にお答え申し上げます。平成 30年度に実施をいたしましたアンケート調査の結果のうち、支

援を希望する内容につきまして、それぞれの地区から店舗で買ったものを自宅まで届けてほしいというご意見や

近所で買い物ができる場が欲しいというご意見が多かったことから、それぞれの地区ごとに取り組む方策を整理

してきたところでございまして、これに伴いまして、来年度は全地区におきまして買い物サービスの活用ガイド

ブックの配布や講習会を開催することによりまして宅配サービスなどを紹介し、利用方法などを知っていただく

ことで活用する利便性の向上につなげていきたいと考えているところでございます。また、モデルの移動販売を

行っておりますカケル便ですとか臨時の出店などにつきましても、来年度もカケル便については北広島団地地区
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において移動販売の実施を継続しながら、ルートの変更ですとか、そういったものを事業者とともに検証しなが

ら、市内外の民間事業者との取組の可能性につきましても意見交換を進めて、各地区での取組がどのようにでき

るかということをしっかり検証、検討していきたいと考えているところであります。以上です。 

 

川崎委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 では、市としても今の答弁の中にありましたとおり、市内外の事業者との話合いであるとか臨時出店というお

言葉がありましたが、もちろんそういうことをやってほしいんですが、市としても承知されていると思いますが、

これは近隣の実例ですけども、帯広市に本社を置くスーパーダイイチは、これは全国展開している移動販売所と

いいますか、移動スーパーの「とくし丸」というのがありまして、こことフランチャイズ契約を結んでおります。

そして、そのダイイチの白石神社前店は週に 2 回、札幌市厚別区のもみじ台地区と清田区の北野地区まで移動販

売車を運行しております。この「とくし丸」というのは、2012 年に徳島県の徳島市でスタートした、民間の移動

販売の事業者です。コープのカケルと比べますと販売規模は半分ぐらいなのですが、それでも冷凍品、冷蔵品を含

めて、ここの事業者の特徴は、希望される家庭の間口まで行って販売するような体制をとっている事業者です。そ

ういうような事業者があるということがまず一つでして、そして、そのほかにもスーパーのホクレンも今、移動販

売に力を入れようとしているのが伝わっております。そして、ほかに北海道では、まだ事業展開されておりません

けど、イオングループ、これは青森県で最初にスタートして、全体的には西日本から最初に移動販売を行っていき

まして、北海道はイオン北海道というグループで、会社としては別会社ですけども、全国展開も将来的には見込ん

でいるのではないかと思っております。北広島市にも RSC のイオンの店舗というか倉庫がありますので、関連性

はあると思います。特に先ほどの「とくし丸」とイオン、この二つにおきましては全国の移動販売の中では優良事

業者ということで、採算がとれている事業所ということを伺っております。そういう観点からも、これからもコー

プさっぽろとの提携関係を維持しながらも、例えば北広島に五つの地区がありますけども、先ほどの「とくし丸」

をやっているダイイチさんにおきましては、西の里地区であるとか大曲地区は、その延長線上において、そちらの

事業者と話を進めていく、そういった方策も必要ではないかと私は思っております。そういった意味で、民間事業

者の活用をするのも市民の買物不便者対策に寄与すると私は考えておりますが、その点について市の見解を伺い

ます。 

 

川崎委員長 

 砂金経済部長。 

 

砂金経済部長 

 お答えを申し上げます。今、委員がおっしゃられました、様々な民間のサービスについては、私どもも、この取

組を始めるときに承知を申し上げているところもありますし、情報としてまだ押さえていないというところもあ

ろうかと認識をしております。現在実施をしておりますカケル便につきましては、民間の事業者の取組の可能性

をあわせまして、団地においては継続してやっていただけることが大事なことだと思っておりますし、様々な地

域で、委員おっしゃられましたように、地区の特性に応じまして近くの民間の企業の運営も中に取り入れるとい

うことも大事なことかと思っておりますし、買い物の不便な方につきましては、特に高齢者の皆様は手に取って

見ることですとか、外出をするところの楽しみですとか、そういった部分が介護ですとか福祉的な意味合いもあ

ろうかと認識をしているところでございまして、そういった介護・福祉の面からも様々な事業者もいらっしゃる

と思います。様々な方策を考えながら検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 
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川崎委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 今、砂金部長に私のこれから言おうとしていることを言われてしまったような感じがあるんですけども、まさ

に、何というんですかね、買い物をする、物理的に不便だということもそうですけども、本当に高齢者の外出の機

会を提供すること、人と関わりを持たせること、これは高齢者にとっても ADL の維持であるとか認知機能の維持

につながることでもあります。まさに福祉の観点からも重要な事業だと思いますので、そういうことも踏まえな

がら、もちろん店舗の誘致ができればいいんですけども、そういう移動販売車、もしくは臨時店舗、そういうよう

なものを含めて、これからもより弾力的に検討していただくようにお願いいたしまして私の質問を終わらせてい

ただきます。 

 

川崎委員長 

 以上で日本共産党、永井桃委員、人見哲哉委員の総括質疑を終了いたします。 

 次に、無会派の総括質疑を行います。沢岡信広委員。 

 

沢岡委員 

 おはようございます。議席番号 6番、無会派であります沢岡信広です。 

 本委員会の最後の質問になりますけれども、予算審査特別委員会の市長総括で、上野市長と来年の市政の進め

方などについて議論できるようになったことは、無会派ではありますけれども、令和 2 年第 1 回定例会予算審査

特別委員会から始まった市議会の新しい仕組み、議会改革の一環としてできるようになりましたので、感謝を申

し上げたいと思いますし、議長をはじめ各関係会派の特段のご配慮のたまものと厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、与えられた 20分間を使って精いっぱい質問したいと思います。 

 最初に、ボールパーク開業に伴う交通安全推進事業、犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業の拡充につ

いて、防犯対策の強化、警察官増員、警察署の新設に向けた取組について伺います。 

 2023 年の春のボールパーク開業の対応が始まりますと、市外からの一般車両の増加、今以上の防犯対策の徹底

など、場合によっては警察官の増員や警察署の新設が求められますが、警察署の新設については、2023 年春のオ

ープンを見据えて、新年度の 2020年度から取り組まなければならないと思いますし、道警本部の関係部署との協

議に向けた予算措置が重要と考えますが、まず最初に市長の見解を伺います。 

 次に、市職員の働き方改革について、勤務時間の在り方に関して伺います。予算書には市職員の勤務条件に関す

る記述はありませんし、同じように、私はボールパーク事業が本格化する 2023年度を目標に市職員の勤務時間の

在り方について、現状のままでよいのか、新年度予算の審査にあたり、予算審査特別委員会での総括質疑を通して

市長自身の見解をお聞きしたいと思います。 

 今の勤務時間になったのは、平成 5年の週休 2日制が導入された当時からといいます。約 25年前です。当時は

勤務時間の短縮が主流であり、当たり前の措置であったように記憶をしています。つまり昼休みは 45分間、退勤

時間は 5時 15分で、管内の市町村役場、市役所でも同じように行われてきました。現在は国も道も言っているよ

うに、働き方改革により職員の時間短縮は当たり前のように言われていますが、夕方 5時 15分の退庁では、2023

年春にボールパーク事業が本格化するときに、このままでよいかどうか私なりに考えます。市役所職員が一番最

初に勤務先の退勤時間を迎えるということで家路につくわけです。昼休み時間が 45分間では市役所の外に出られ

るような余裕はありません。これでは近くにコンビニも進出してきませんし、飲食店もできません。多くの職員は

弁当持参か市役所内でのパンなどで昼休みを過ごすことになり、地元に対する何の経済効果も出てこないのであ
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ります。かつて道庁も昼休み時間は 45分間でした。しかし、道庁周辺の飲食店などからクレームが来て午後 1時

になったというわけです。私も当時は道庁職員の労働組合の役員を行っていましたので、職員の勤務時間の短縮

が主流のときに、15 分間延ばすしわ寄せをどうするかを議論して、結論としては退庁時間を 15 分間延ばして、5

時 30分を選択したものでございました。もし勤務時間を変えるとしたら、市職員の組合とも協議をしなければな

りません。同じ規模の他の自治体、管内の市町村にも影響が出るなど、市内の事業所の模範、顔である市職員の勤

務時間を見直すことは、そう簡単にできないことはわかっています。そのような背景があることは承知していま

すが、2023 年度までに働き方改革の一環として、職員の休憩、休息時間を確保するため、最低でも職員の昼休み

時間は 1 時間、午後 1 時までとし、その分就業時間は 5 時 30 分までとして、それで 15 分間の延長を図るよう今

から検討・協議すべきと考えますが、市長の見解を伺います。 

 次に、農業振興奨励事業等の農業施策の拡充・検討について伺います。農業振興を図るための事業等の拡充・検

討については、私は定住人口ばかりか交流人口を増やすという観点からも農業振興を図るための事業等の拡充に

ついて、市長の見解を伺います。北広島市の農業については、他の市町村から見れば作付面積が極めて小さいこと

を先日の予算審査特別委員会で述べたところです。しかしながら、隣の恵庭市、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ます。ひところ、農業は不便なところでやるもの、田舎でやるものという概念が

当たり前のようにありましたが、最近では便利な都会の真ん中や都会の近郊でというふうに、その在り方は変わ

ってきています。便利な都会や近郊であれば、農業後継者、地域のにぎわいが出てきても何ら不思議ではないです

し、六次産業化の農家レストランなどを始めても成功する可能性が高いわけでございます。その一例が、市長もご

存じのように、長沼町のハーベストでビールやワインもあり、長沼ジンギスカンの肉屋さんやその料理店もあり

ます。2023 年春にオープンするボールパーク事業も構想段階の 2 年前までは、当初は、あんなところで、夢のよ

うな話だという市民の声が聞かれましたが、日本ハムの構想には当時から説得力があり、札幌と新千歳の真ん中

が北広島だという言葉に魅力を感じました。このことは、これからの大きな新規事業の立て方、在り方を私なりに

勉強するいい機会をつくってくれたと思っております。 

 このことからもボールパークの開業に向けて、本市の農業振興を図るための事業等については、予算上も施策

上もさらに拡充していく必要があると考えています。幸い小さい地区で人口規模が少ないですが、その小ささ、少

なさを逆手にとってはいかがでしょうか。例えば西部地区からぜひつくってほしいと要望が上がっている旧西部

小学校跡地を利用した道の駅的な施設の建設などについて、複合的検討を進めれば農業振興を図るための後押し

となることはもちろん、単なる農産物の直売所にとどまらず、本市でやっているハム、ベーコン、和菓子、洋菓子、

カフェ、温泉、休憩所などを取り入れた施設としても可能性があり、ボールパーク事業を始めた日本ハムファイタ

ーズの構想と同じ説得力があると思われますが、市長の見解を伺います。 

 最後に、新年度主要事業に関わる総合戦略推進事業について、人口減少の要因に関する認識と交流人口の増加

対策について市長に伺います。交流人口の活性化施策の推進による人口減少の歯止めについては、予算書の主要

な事業にかかわる変動要因として、今後の人口の推移があります。市長が自ら述べた市政執行方針の初めには、

「緩やかではあるが長期的に人口減少が続いている」の「人口減少」の記述は、約 6万人の人口規模から見れば確

かに他の市町村よりもそのスピードは遅いかもしれませんが、その人口減少の要因は大なり小なり同じです。だ

からこそボールパーク構想の実現を選択し、ボールパーク事業の 2023年オープンを目指して今頑張っているわけ

でございます。本市は他の市町村よりもその利便性の高さ、都市機能や自然等の魅力と資源があればこそ、逆に何

もしなければ他の市町村よりも人口減少のスピードが速く、その落差は甚大であると考えております。同じよう

なスピードの流れで少子高齢化が進行したとしても、北広島団地では北広島のまちのにぎわい、高齢者人口のオ

ーバー、縮小が著しく進むなどして、自然減とボールパーク事業などの社会増のアンバランスは変わらないと思

いますが、市長の見解を伺います。 

 次に、そこで交流人口の増加対策について伺います。人口が穏やかに減少していく現実をお話ししました。そう

した状況があればこそ、新年度において交流人口を増やす、活性化させる事業や施策が重要であると考えるわけ
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でございます。この交流人口を増やせたとして、一例ではありますが、既存の札幌市白石区と北広島を結ぶ道道自

転車道線「エルフィンロード」の整備について、効果的であると考えているわけでございます。北広島市の市内ば

かりか札幌市や近郊の自治体、道内の他の自治体の市民や道外そして外国の観光客が、春には、地元ライオンズク

ラブが部分的に植えてきた桜の植樹を一気に推し進め、行く行くは桜並木を行き来する自転車道にすること。夏

にかけては、新緑の中を行き来するなど、もっと林、森など緑を生かした自転車道にすること。秋には、紅葉、落

ち葉を楽しむ自転車道にすること。そして冬期間の利用を考えて、道道自転車道線「エルフィンロード」を、ボー

ルパーク事業の後押しをすることが考えられます。また、ボールパーク事業が本格化すれば、近隣の市町村との行

き来に自転車を使う人が確実に増えると思われます。自転車を楽しむ人、近郊の食べ物、近郊の温泉施設を利用す

る人など、南幌、長沼、恵庭、江別など、国道、道道、市町村道、あまり起伏のない平たんな道を利用した自転車

の拡大について、国道や道道、市町村道の設置者で構成している協議会の話題の一つになっているものと思いま

す。 

 定住人口は自然減と社会増のはざまでこれ以上の大幅な伸びは期待できませんが、定住人口の減少に歯止めを

かけて、自然、緑を生かしたまちのにぎわいを今以上に維持、発展させていくためには、交流人口の増加を図り、

北広島市を発展させていくことを考えますので、市長の見解を伺います。 

 以上を申し上げて本委員会の市長総括といたします。 

 

川崎委員長 

 上野市長。 

 

上野市長 

 沢岡委員のご質問にお答えを申し上げます。まず初めに、防犯対策に伴う各種取組についてでありますが、ボー

ルパークの開業につきましては、ボールパーク周辺に関わらず、市内には多くの方々が訪れることが想定をされ、

現在、生活環境を保全するため、厚別警察署と協議を進めているところであります。警察署の新設につきまして

は、北海道警察本部において、道内の人口動態や地域の特殊性を踏まえ、警察力の効率的運用と住民の利便性等を

全道的視野から総合的に検討されるものと認識をしており、情報の収集に努めてまいりたいと考えております。

今後につきましても、これまでの札幌ドーム及びその周辺地域での警備体制等を踏まえつつ、厚別警察署など、関

係機関と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、市職員の勤務時間についてでありますが、地方公務員法の規定を受け、条例、規則により一日の勤

務時間を 7 時間 45 分とし、職員労働組合との協議を経て、8 時 45 分から 17 時 15 分までを勤務時間、昼休憩を

45 分としたところであります。職員アンケートにおきましても、約 8 割の職員から現行の昼休憩時間で十分、ま

たは就業時間が遅れるなどすることよりは現行どおりがよいと回答があったところであります。ワークライフバ

ランスの実現に向けては仕事と生活の調和を図ることが重要であり、就業時間後の育児や介護、趣味や学習、地域

活動といった仕事以外の生活の充実も重要と考えているところであります。このことから、現在のところ、現行の

勤務時間を継続してまいりたいと考えております。 

 続きまして、農業振興についてでありますが、本市は寒地稲作発祥の地として全道各地に稲作を広めた北海道

稲作の原点の地であり、以来米作りを中心とした農業を基幹産業の一つとして発展をしてまいりました。これま

でに国の補助事業の活用に加え、市の農業振興奨励事業による農畜産物の生産振興や農地改良、新規就農者への

助成などの取組を進め、平成 30年度には六次産業化等支援事業補助金制度を創設し、生産者の六次産業化等に係

る商品開発や直売所、農家レストランなどの施設整備に対する支援の拡充を図ってきたところであります。今後

につきましても、農畜産物生産に対する支援に加え、グリーン・ツーリズムや六次産業化等による新たな取組を進

め、さらなる農業振興を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、人口減少に対する認識についてでありますが、本市におきましては、近年、社会増で推移している
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ものの、自然動態では出生数の減少に加え、亡くなる方が増加傾向にあり、社会増を上回る自然減が長期的に進ん

でいることが人口減少の要因となっております。国立社会保障・人口問題研究所の推計におきましても、2040 年

にかけて高齢者数は増えていくことが見込まれておりますので、同様の傾向が続くものと考えております。新年

度につきましては、JR 北広島駅西口の土地利用や保育士の処遇改善、子どもの貧困対策、児童・生徒の英語力の

向上に向けた取組など、新たな行政課題に対して的確に対応するとともに、特色ある子育て環境や教育環境を実

現し、さらにはボールパーク構想の着実な推進を図ることにより、人口減少が進む中にあっても将来に希望の持

てる持続可能なまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、交流人口の活性化施策の推進についてでありますが、交流人口につきましては、人口減少の影響を緩和

し、将来的な定住人口の増加や地域の活性化、産業の振興につながる重要な要素であると認識をしております。現

在、観光基本計画等に基づき、観光客をはじめとした交流人口の増加に向けた取組を進めているところでありま

す。本市は利便性の高い都市機能、豊かな自然や観光資源、歴史的・文化的資源など、多様な魅力と資源を有して

おり、また、ボールパーク構想につきましても本市の地域ブランドとしての価値の向上や観光振興の推進力とし

て大きく寄与することが期待をされているところであり、その効果を交流人口の増加など、まちづくりの様々な

分野につなげていくことが重要であると考えているところであります。 

 以上です。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員。 

 

沢岡委員 

 上野市長から答弁をいただきました。再質問はしません。しませんが、指摘を含めて何点かお話をさせていただ

きたいと思います。 

 最初は、ボールパーク開業に伴う交通安全推進事業、犯罪のない安心で安全なまちづくり推進事業の拡充につ

いて、警察署の新設に向けた取組についてお話をします。警察署の新設ですが、警視交番になり、警察署並みの機

能は持っていますけれども、そもそも警察署と交番では、その機能と役割が違っています。この先、警察署の統廃

合があるにしても、ボールパーク事業の開業という道内では北広島市しかやらない事業を新しく始めるわけです

から、最後のワンチャンスとして、議会も応援しますので、市長の腹次第ですが、ぜひ頑張ってみてください。 

 次に、市職員の働き方改革について、勤務時間の在り方に関してです。要は、市役所職員の要求を示す場面をど

のようにつくっていくかということが大切です。昼休みの時間を 60 分にするかわりに、退庁時間を現行 5 時 15

分から 5時 30分にできないかという問題について、ボールパーク開業時点まで検討し、協議できないかという問

題でしたが、市長の答弁は、現行の勤務時間を継続してまいりたいということでした。道職員、道庁は 8時 45分

までに出勤し、昼休みは 12 時から 1 時まで、そして退庁時間は午後 5 時 30 分です。職員のアンケートもとり、

ワークライフバランスも考えてのことですが、例えばアンケートで、職員が給料をもっと上げてほしいがアンケ

ートの多数であればそうするのでしょうか。多分できないと思います。退庁時間に関して 15分間の延長がそんな

にワークライフバランスを脅かすなど影響を与えるのか、私はちょっと疑問です。最初に申し上げましたが、要す

るに市職員のやる気の問題ですので、2023 年度までいろいろな角度から検討し、その結論を出すべきものである

と考えますので、これは指摘をしておきます。 

 次に、新年度主要事業に関わる総合戦略推進事業についての人口減少の要因と交流人口の増加対策についてで

す。市長自身、人口動態の推移については危機感をお持ちだからこそボールパーク構想の実現を選択したのでは

ないでしょうか。私は具体例を挙げて交流人口の増をしてはどうかという点を述べました。いや応なしに進む人

口減少に伴う手だてとして、交流人口の増加対策に関しては、大自然を相手にする事業は時間がかかります。例に

挙げたエルフィンロードの整備について、七十になる私が言うのもおかしな話ですが、メルヘンチックではない
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かと思っております。繰り返しになって恐縮ですが、春は地元ライオンズクラブの植えてきた桜並木を行き交う

人の姿を思い浮かべてください。夏は新緑に満ちた林を思い浮かべてください。秋は落ち葉や紅葉が進んでいる

姿を思い浮かべてください。そういうものを私はエルフィンロードに期待をしたいと思っております。自然相手

の事業ですので、その整備は 3年や 5年では実現しません。10年単位、20年、30年で、100年もかかるかもしれ

ません。 

 

川崎委員長 

 お時間ですので、お願いします。 

 

沢岡委員 

 はい。しかし、誰かがその第一歩を踏み出さなければ、どんな提案も面白い話だけで終わります。その点を申し

上げたいのです。終わりに、市長が……。 

 

川崎委員長 

 沢岡委員、時間を守ってください。 

 

沢岡委員 

 はい。ということを申し上げます。 

 以上申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 

川崎委員長 

 以上で無会派、沢岡信広委員の総括質疑を終了いたします。 

 以上をもちまして総括質疑を終了いたします。 

 討論及び採決を行います。 

 初めに、議案第 17号 令和 2年度北広島市一般会計予算の討論を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 

 議案第 17号 令和 2年度北広島市一般会計予算を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立全員であります。 

 議案第 17号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 私から、議案第 17号 令和 2年度北広島市一般会計予算に対し、新型コロナウイルス感染関連対策についての

附帯意見を付す動議を提案いたします。 
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川崎委員長 

 ただいま人見委員から、議案第 17号に附帯意見を付すとの動議が提案されました。 

 人見委員の動議に賛成する方は挙手願います。 

 

（賛成者挙手） 

 

川崎委員長 

 賛成者がありますので、動議は成立いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

休 憩  午前 11時 34分 

再 開  午前 11時 36分 

 

川崎委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

 人見委員から附帯意見の趣旨説明を求めます。 

 人見委員。 

 

人見委員 

 2020年度一般会計予算に対する附帯意見案を提案します。 

 承知のとおり、現在、新型コロナウイルスの感染は世界的な広がりを見せており、ここ北広島市民の生活に大き

な影響が出ております。しかし、感染の時期との関係で 2020年度予算には新型コロナウイルス感染に関わる対策

についての予算は盛り込まれておりませんし、また、今議会でも十分な議論をすることができませんでした。この

ことはやむを得ないと認識しておりますが、市民生活や市内事業者の営業にも大きな影響が出ている以上、市と

してもしっかりとした対策が求められていると思います。 

 政府からも 3 月 10 日に第 2 弾の対策が発表されましたが、これらの政府や道の対策をしっかり踏まえた上で、

北広島市としてどのような対策を打つべきか検討し、来年度での実施が必要です。したがいまして、来年度の予算

の議決に際し、効果的な対策の速やかな実施を求め、議会として、以下の附帯意見を付すことを提案いたします。 

 附帯意見の内容は以下のとおりです。 

 新型コロナウイルス感染関連対策について、国などの動向や市民生活の実態などについて情報収集を行い、必

要な対策を検討し、2020年度の予算において予備費の活用や予算の補正などを行い、早急に対策を講じること。 

 以上です。委員の皆様の賛同をお願いいたしまして提案とさせていただきます。 

 

川崎委員長 

 附帯意見に対する質疑を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 質疑なしと認めます。 

 以上で附帯意見に対する質疑を終了いたします。 

 討論を行います。 
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 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 

 議案第 17号に附帯意見を付すことについてを採決いたします。 

 原案のとおり、議案第 17号に附帯意見を付すことに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立少数であります。 

 議案第 17号に附帯意見を付すことは否決されました。 

 次に、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の討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 永井桃委員。 

 

永井委員 

 私からは 2020年度国民健康保険特別会計予算案について反対の立場から討論いたします。 

 本予算案は、国民健康保険税を 3 年連続値上げするものです。国保加入者の多くを占める年金生活者、自営業

者、失業者、非正規雇用者の収入が一段と減少している中で、安倍政権は消費税の増税、介護保険料の値上げ、公

共料金の値上げ、年金は引き下げるなど、国民負担を増す政策を強行し続けております。国民の生活はさらに圧迫

されている現状です。そうした中で所得 60 万円の人も、100 万円、200 万円の人も 2 人世帯で 15％前後の国保税

は高過ぎるものです。1.5か月から 2か月分もの生活費が国保税で失われてしまう実態を考慮しますと、値下げこ

そ必要な対策であり、市民が望んでいることです。今でも高い国保税は引き下げるべきであります。総括質疑でも

述べましたが、今回の増税は所得 100 万円から 200 万円の世帯で約 2 千円から 4 千円の負担が増加されます。市

民へのさらなる負担増は消費税の増税や物価上昇とともに市民の生活をますます苦しいものにします。しかも現

在、新型コロナウイルス感染対策として、外出制限や学校の休業などで営業は大きく減少している市内事業者や

仕事を休まざるを得ず収入が減少している労働者にとって二重、三重の打撃を与えることになります。以前は一

般財源から繰入れを行って市民負担を抑えてきていましたが、一般財源からの繰入れを行わず、道への納付金を

そのまま加入者への負担としています。国や道も一般財源の繰入れ自体は否定しておりません。このことからも

当市においても英知を集結して工夫を凝らし、一般財源からの繰入れを行うことで値上げしないということも可

能です。また、市も認めていますように、国保独自の均等割制度などの不公平な制度、特に子どもの数によって国

保税が上がり、子育て世代への負担軽減に逆行する子どもの均等割制度については減免などによる軽減策を求め

てきましたが、市として、それを講じることもありません。 

 このようなことから、国保加入者の生活実態を顧みずに繰入れをやめて、加入者に負担を押しつけることは到

底承知できるものではありません。今後も一般会計からの繰入れを十分に行うなど、市は市民生活の保障を充実

させる取組に努めるべきであることを申し上げ、2020 年度国民健康保険特別会計予算案への反対討論といたしま

す。 

 

川崎委員長 

 ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 
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川崎委員長 

 討論を終了いたします。 

 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を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立多数であります。 

 議案第 18号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 19号 令和 2年度北広島市霊園事業特別会計予算の討論を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 

 議案第 19号 令和 2年度北広島市霊園事業特別会計予算を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立全員であります。 

 議案第 19号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 20号 令和 2年度北広島市介護保険特別会計予算の討論を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 

 議案第 20号 令和 2年度北広島市介護保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立全員であります。 

 議案第 20号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、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の討論を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 
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 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を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立全員であります。 

 議案第 21号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 22号 令和 2年度北広島市水道事業会計予算の討論を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 

 議案第 22号 令和 2年度北広島市水道事業会計予算を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立全員であります。 

 議案第 22号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第 23号 令和 2年度北広島市下水道事業会計予算の討論を行います。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 討論なしと認めます。 

 議案第 23号 令和 2年度北広島市下水道事業会計予算を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり可決すべきものと決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

川崎委員長 

 起立全員であります。 

 議案第 23号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 お諮りいたします。 

 当委員会の審査の結果と経過の報告につきましては、正副委員長に一任願いたいと思います。 

 ご異議ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶものあり） 

 

川崎委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 当委員会の審査報告につきましては、正副委員長に一任と決しました。 
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 以上で、当委員会に付託された案件の審査は、全て終了いたしました。 

 これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

 

午前 11時 50分 

委 員 長 川 崎 彰 治 

 


