
R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

1 

 

令和 2年 決算審査特別委員会(個別質疑) 

 

1 開催期日   令和 2年 10月 19日（月）   午前 9時 59分から午後 3時 39分 

 

2 開催場所      庁舎 5階本会議場 

 

3 出席委員   中川昌憲決算審査特別委員会委員長、藤田豊決算審査特別委員会副委員長、大迫彰委員、 

木村真千子委員、滝久美子委員、坂本覚委員、桜井芳信委員、青木崇委員、島崎圭介委員、 

久保田智委員、山本博己委員、永井桃委員、人見哲哉委員、稲田保子委員、小田島雅博委員、 

鶴谷聡美委員、佐々木百合香委員、橋本博委員 

         

4 欠席委員   沢岡信広委員、川崎彰治委員 

 

5 委員外議員  なし 

 

6 市側出席者   

 

【総務部】 

 総務部長            中 屋   直   税務課長            近 藤 将 雄 

 納税担当主査          大 友 唱 司 

 

【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     安 田 将 人 

 

【保健福祉部】 

保健福祉部長          三 上 勤 也   福祉課長             鈴 木 靖 彦 

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          高 嶋 真 一   健康づくり担当参事       影 久 真 美 

 保険年金課長          林   正 明   福祉庶務担当主査        渡 邉 篤 広 

 障がい福祉担当主査       松 本 泰 暢   生活保護担当主査        前 原 雄 大 

 

【子育て支援部】 

子育て支援部長          広 田   律   子育て支援部次長         尾 崎 英 輝 

子ども発達支援センター長     濱 田 真 吾   子育て・学童担当参事            石 間 利 恵 

すみれ保育園長               橋 本 なつみ   すずらん保育園長              砂 金 智 美 

稲穂保育園長                藤 田 悦 子   家庭児童担当主査              記 内   崇 

子育て施策担当主査             大 西   岳   保育担当主査                畠 山 あゆみ 

 

7 事務局    

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

 書記                    坂 井 明日加 
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8 傍聴者      なし 

 

 

 

 

中川委員長 

 ただいまから、決算審査特別委員会を開会いたします。 

本日の日程は、配付済みの「審査方法等協議資料」のとおりであります。 

各委員にご協力をいただき、日程どおり審査を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

審査に入る前に、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則り、行っていただきます。回数は、3回までといたします。 

質疑の順番につきましては、挙手していただき、委員長が指名した順となります。通告をしたすべての委員の

質疑終了後に、各委員は 1項目についてのみ、質疑を行うことができます。ただし、回数は 1回といたします。 

なお、総括質疑を行う場合は留保する必要がありますので、その旨を宣言されますようお願いいたします。 

また、質疑は簡潔にお願いいたします。 

答弁者におかれましても、簡潔に答弁されますよう、お願いいたします。 

なお、傍聴の取扱いについては、申し合わせにより許可いたします。 

それでは、引き続き、議案第 16 号 令和元年度北広島市各会計歳入歳出決算認定について を議題といたし

ます。 

質疑される委員は、決算書のページなど、どの部分の質疑になるかを明確にしてから質疑をお願いいたします。 

初めに、一般会計の総務費のうち、総務管理費の出張所費、企画費の企画総務費のうち住み替え支援事業、空

き家流動化促進事業、子育て世代マイホーム購入サポート事業及び、リユース住宅活用サポート事業、コミュニ

ティ施設管理費、生活バス路線確保対策事業、バス等利用支援事業を除く交通対策費、市民生活費、エルフィン

パーク運営費、広聴費、戸籍住民基本台帳費、衛生費の保健衛生費のうち、環境衛生費、火葬場管理費及び公害

対策費、清掃費、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及び霊園事業特別会計の質

疑を行います。 

どなたか質問ございますか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 4 点、伺います。まず、男女共同参画推進事業です。決算書 159 ページ、成果に関する報告書 72 ページです。

この事業のうち、男性育児休業取得助成金について伺います。これは、中小企業などに勤務する男性が、育児休

業を取得した場合に助成金が交付されるということで、決算の資料では、令和元年度は 1件の実績があったとい

うことで確認しています。10日以上の 3歳未満の子どもを育てるための 10日以上の育児休暇ということですが、

この助成金事業の普及の取組はどのように行われたのか、また、問合せ状況、認知度はどの程度と認識されてい

るのか伺います。 

次に、市民参加推進事業について伺います。決算書 119ページ、成果に関する報告書 72ページです。市民参加

推進会議を含め、市の審議会への参加について障がいを持つ当事者やご家族などの参加状況は、どのようになっ

ていたのか、お伺いします。 

次に、広聴活動事業です。決算書 121ページ、成果に関する報告書は 66ページです。出前講座の昨年度行われ

た実績、また、利用が多かった講座メニューについて、お伺いします。 

次に、飲料水等供給施設設置支援事業についてです。決算書 165ページ、報告書は 63ページです。こちらは、

議事の経過 
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飲料水等の確保が困難な地域に居住する世帯に対しての供給施設の設置に要する費用の補助金ということで要綱

を拝見していますが、飲料水等の確保が困難な地域特性がどうあるのかどうか、また、補助を執行する設置実績

についてはどの地域に設置されたのかをお伺いします。 

もう 1点、不法投棄対策事業について伺います。決算書 171ページ、報告書は 45ページです。不法投棄ごみの

量の状況、推移について伺います。 

また、投棄されている場所もここが特に多いとか、例年と同じような場所がありましたら、併せて伺います。 

 

中川委員長 

 安田市民参加・住宅施策課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

私からは、男女共同参画推進事業の男性育児休業取得助成金の関係と市民参加推進事業の関係について、申し

上げます。まず、男性育児休業取得助成金についてでありますが、委員のおっしゃいますとおり、平成元年度は

1 件の助成を行っております。取組、認知度につきましては、制度の普及に向けまして市のホームページですと

か広報紙で男女共同参画の特集記事でお知らせをしていますほか、市内の企業へチラシを配布しまして、周知を

行いましたので、一定の認知度は得られたものと考えております。ただ、今ご質問にありました、お問合せにつ

きましては、特段いただいていない状況でございます。 

それから、審議会の委員への障がいをお持ちの方、あるいは、そのご家族の方の参加について、お答え申し上

げます。委員の委嘱にあたりましては、障がいをお持ちの方、あるいは、そのご家族の方であるという確認をし

ておりませんので、すべて把握しているわけではありませんが、審議会等によりましては、その目的により障が

い関係の団体から委員を推薦いただいて、参加をしていただいている場合はございます。 

 

中川委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 私から、出前講座につきましてお答え申し上げます。令和元年度の出前講座の実績は、開催回数は 71回、参加

人数総数は 1,968人、開催の内容につきましては 27種類、うち、メニュー以外のものについては 4種類となって

おりまして、利用の多かったものとしましては、防災教室が 22回と多くなっています。 

続いて、ボールパーク構想推進の経過と進捗、いきいき 100歳体操の順になっているところでございます。 

 

中川委員長 

 阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

 私からは、不法投棄対策事業と飲料水等供給施設設置事業について、お答えいたします。最初に不法投棄ごみ

の回収につきましては、昨年度、約 69トンとなっており、過去の実績と比較しますと、近年は横ばいの状況とな

っております。 

次に、不法投棄をされる場所につきましては、人通りの少ない郊外や農地などが多くなっており、不法投棄物

をそのままにしておくと、さらに不法投棄が行われる傾向がありますことから、速やかに不法投棄物を回収する

とともに、啓発用の「のぼり旗」を設置するなどの対策を行っております。 

次に、飲料水等供給施設設置支援事業の地域的な特性についてでございますけれども、補助申請される方の地
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域的な傾向につきましては、補助対象者は、市街化調整区域に居住する方となっておりますことから、三島や島

松、大曲、西の里など、偏りなく各地域から申請をいただいております。 

 

中川委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 再質問させていただきます。まず、男女共同参画推進事業についてです。問合せは、無かったということでし

たが、ワーク・ライフ・バランスの視点での事業の一つということで、子育ての視点から見ると、市の事業の中

で子育て支援センターの中では、現在、パパの日と表示があって、お父さんが参加できる企画がされていたり、

また、健康推進課では、マタニティスクール両親コースという取組も行われています。福祉という視点では、介

護でもやはりここは仕事との両立も充実させていくことが、これからはとても重要になっていくものと考えます。

再質問ですが、これから先のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、家庭の中で家族が支え合うというか、

育児や子育て、介護に取組むための支援体制としての事業、これについて、関係部署間で情報を共有して企画や

普及、周知をさらに努めていただきたいと考えますが、見解について伺います。 

次に、市民参加推進事業について再質問です。市民参加の一つとして審議会は行われていますが、私も様々な

審議会の傍聴を可能な限りさせてもらっていますが、支援者の方や学識経験者の方、知見がある方のご意見で、

とても参考になるものがあって勉強になっていますが、やはり、当事者の参加がこの審議会の中にあることで、

より具体的な本当に必要な施策づくりに生かされていくのではないかと考えます。障がいを持つ当事者ご家族に

よる審議会委員への参加、参加の手法はいろいろと検討する必要があると思いますが、参加の必要性について、

どのようにお考えか伺います。 

次に、広聴活動事業について再質問します。防災関係が多かったということですが、現在、新型コロナウイル

ス感染拡大とともに、3 月の開催など急遽の対応をされたと思います。これからも、出前講座は、市民生活に身

近なテーマの講座が多いので、なるべくそれが市民の方に生かされていく方法で取り組んでいく必要があると考

えますが、感染防止対策なども含めた今後の開催の在り方について検討されていることがありましたら、お伺い

します。 

それから、飲料水等供給施設設置支援事業について再質問です。毎年、予算を立てての事業運営となりますと、

予算以上に急遽、水が出なくなったとか、水の状況がおかしくなった場合の予算額以上の申請があった場合は、

どのように対応していくのか伺います。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 私からは、男女共同参画推進事業と市民参加の再質問にお答えいたします。まず、男女共同参画推進事業の取

組でございますが、男性育児休業、こちらの制度は終了いたしましたが、男女がともに子育てや介護といったも

のを行っていくための支援としまして、ワーク・ライフ・バランスの推進に関しまして、事業所で実態調査をさ

れるとか、従業員への研修、あるいはテレワークの導入、就業規則の見直しを行う企業に対して費用の一部を助

成している制度がございます。 

また、そのほかの部署においても、男女共同参画に関わる各種事業を行っておりますので、今後につきまして

もこういった事業の効果的な周知につきましては、連携して対応に努めてまいりたいと考えてございます。 

次に、市民参加推進事業につきまして、障がいのある方への市民参加でございますが、市民参加につきまして
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は広く誰もが参加できること、市民が主役のまちづくりというものを掲げて制度を設計しておりますので、障が

いをお持ちの方、あるいはそうでない方、そういった皆さん誰もが情報を正しく受け取って、ご意見を出してい

ただけるという情報発信ですとか、市民参加の機会といったものの提供に努めてまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 志村課長。 

 

志村市民課長 

 広聴の出前講座の関係でございますが、出前講座に関わらず、イベント等については、新北海道スタイルに基

づくイベントの進め方、また、当市においては、地域コミュニティ活動のガイドライン等もお示しさせていただ

く中で、各種団体からのご要望にお応えしている状況で、私どもも検討した中のガイドラインでも用意させてい

ただいていますので、その中でうまくやっていただければと思っております。貴重な理解の場と思っております

ので、また、いろいろな部分で耳を傾けさせてもらいたいと思っております。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、飲料水等供給施設設置支援事業についてお答えいたします。飲料水等の供給施設については、飲用、

飲み水や炊事、洗濯など日常生活に欠くことのできない施設となっておりますことから、予算枠を超えた場合に

おきましては、申請者から、状況の聞き取りを慎重かつ丁寧に行いまして、必要な場合には補正予算などにより

まして、予算の確保を行うなど、柔軟に対応していきたいと考えております。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

 3点、質問させていただきます。まず、街路灯整備支援事業、決算書 117ページ、報告書 51ページです。この

中で、報告書で街路灯の維持費補助、修繕費補助、設置補助と大きな灯数が記載されてきておりますが、街路灯

の更新率は、年度末でどのくらいになってきているのかということ、令和 2年度 LED化という辺りが何灯くらい

で進められてきているのか、その更新率をお伺いしたいと思います。 

それと、説明書にある灯数は、単年度でこの灯数かどうか。灯数も多いようなので、2,000 万円くらいの費用

でこのぐらいが賄えたのかどうかもありますので、補足説明をお願いいたします。 

次、札幌市の里塚斎場火葬場の利用サービス事業です。167 ページ、報告書 44 ページでございますけれども、

里塚の利用がかなり多くなってきておりますけれども、この利用件数は、市民の年度で亡くなられた方の何％ぐ

らいが利用されているのかということと、市の火葬場の部分、耐用年数が大分、経過してきておりますけれども、

火葬場の耐用年数と利用状況というのは、平成 30年度の中でどのように検討されてきているのか、また今後どの

ような方向性でいくのかをお伺いしたいと思います。 

3 点目になりますが、空き家対策事業、決算書 119 ページ、報告書 59 ページでございます。空き家対策です。

苦情相談が 27件、空き家数は、全体で 315件というのはわかりました。対策協議会で 1回開かれてきております

けれども、苦情の中身とその対応状況はどのようになってきているかということと、逆に、空き家があるのです
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が、年度の中で利活用といった実績は、どのようになってきているのかについて、お伺いしたいと思います。 

 

中川委員長 

 志村市民課長。 

 

志村市民課長 

 街路灯の関係について、お答え申し上げます。まず、資料の部分でございますが、確認も含めてご説明を申し

上げますと、51ページに載っております、街路灯支援事業の右端の 1番上が維持費ということで、維持をされて

いる団体 129団体に対して補助を行い、昨年の灯数は 6,108灯を維持していただいた維持費の支援をしておりま

す。 

続いて、修繕につきましては 6団体から要請がありまして、13灯の修繕を支援させていただき、最後が、設置

費ということで、先ほど言った更新という言葉になるのかわかりませんけれども、31団体から街路灯を設置整備

したいということで、特に平成 24年以降は LEDの推進も加味しておりますので、こちら 31団体からの要望を受

けて、220 灯整備させていただいた状況になっております。令和 2 年度については、途中の段階で中間の報告に

も載せさせていただきましたが、今のところ維持は 125団体から 6,037灯分、また、修繕は今のところ出てきて

いないのですが、設置につきましては、既に 11団体から 58灯の支援をさせていただいているところでございま

す。 

総じて、令和元年度末の段階、最終締めの段階では 6,121灯が LEDプラス水銀灯も含めた全体の灯数のうち、

LED灯については、5,348灯、87.4％まで LED化になった状況です。未 LED灯は、まだ 773灯ありますので、今年

につきましても 200ぐらいの灯数の要請があるのではないかという部分を含めまして、推進させていただきたい

と努めているところでございます。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、札幌市里塚斎場火葬場利用サービス事業について、お答えいたします。まず、里塚斎場、それから北

広島火葬場の利用実績につきましては、令和元年度火葬許可件数 602件のうち、里塚斎場火葬場の利用実績は、

451件で全体の 75％、北広島火葬場の利用実績は 131件の 22％、その他が 20件の 3％となっております。次に、

市の火葬場の耐用年数についてでありますが、建物につきましては北広島市公共施設等個別施設計画において、

令和 20年度を目標使用年度としておりますが、火葬炉につきましては、軽微な改修が必要になっており、今後も

計画的に修繕などを行っていきたいと考えております。 

それから、火葬場の今後の利用につきましては、市民のアンケート調査などにより、市民の意向を把握すると

ともに、広域的な利用について、札幌市側と情報交換を行いながら検討してまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 私からは、空き家対策の関係でお答えを申し上げます。まず、令和元年度中に空き家の苦情が 27件の内容です

が、一番多いのが、樹木の繁茂の苦情、そのほか落雪、塀やフェンスの傾き、動物の侵入、外壁の剥がれなどで

ございます。市が苦情を受けた場合の対応でございますけれども、苦情や相談を受けた際は、まず職員が現地に
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向かって参りまして、空き家等の状況を場合によりましては、連絡をいただいた方と一緒に状況の確認をいたし

ます。その後、所有者を特定いたしまして、所有者等に対しまして速やかに連絡をするということで、電話番号

がわかれば電話、つながらないような場合であれば文書等で空き家の現状や苦情の内容をお伝えして改善や空き

家等の適切な管理等に関してお願いをしているところでございます。 

次に、空き家の利活用の状況についてでありますが、空き家でありましても個人の方の財産でありますので、

市が所有者の方に対して積極的に売却ですとか賃貸といったものを進めるというようなことはできないのですが、

所有者の方から、例えば売却ですとか賃貸についてのご相談があったときには、市と連携しています宅地建物取

引業者を紹介するなど、利活用について情報提供を行っているところでございます。 

また、中古住宅を取得した方に対しては、リフォーム費用の一部を助成することによりまして、既存住宅の流

動化、活用及び市内への定住促進を図ることを目的にした事業を行っておりまして、住宅の利活用をサポートし

ているところでございます。今後も引き続き、利活用の促進を含めて空き家の減少につながる対策を講じてまい

りたいと考えております。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 街路灯の関係は、残り 773灯で今年度 200灯程度ですから、あと 3年後くらいで LED化は全量終わるというこ

とで受け止めさせていただきたいと思います。 

再質ですけれども、今の里塚斎場の関係でいいますと、令和 20 年度までということで、相当数 75％が札幌市

の火葬場を使っているということでございます。札幌市の火葬場の利用にあたっては、メリット・デメリットが

非常にあると思っています。時間的な制約がかなりあったりして、早いもの順だということもお聞きしています

が、そのようなことに対しては、葬儀の日程ともかなり厳しい状況もあると思いますけれども、その辺り、利用

した側からの相談や苦情は実際あるのかどうか。やはり、令和 20年度まで北広島の斎場を耐用年数がそこまでと

いうことでございますから、しっかりと一元化するのか、それぞれ分担するのかという方向というのは、早めに

決めていただいて、市民のコンセンサスを得ることが必要かと思いますので、質問の部分だけ答えていただけれ

ばと思います。 

それから、空き家対策でございますけれども、苦情対応はどういう中身かは理解いたしました。速やかに所有

者に連絡するということでございますが、なかなか連絡がつかなくて、例えば、その後、ずっと放置されている

場合については、市として市民の安全管理上、代執行というとおかしいですが、整理したりとか、対応したりす

ることもあるのかと思いますが、その辺りの現況をもう一度お伺いしたいと思います。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 再質問の空き家の関係について、お答えを申し上げます。対応上、やはり、こちらからご連絡をさせていただ

きましても、なかなか対応をしていただけなくて、長期にわたって適切ではない状態が継続する場合が生じてい

ることがございます。市としましても繰り返し改善をお願いするのですが、所有者の方にもご事情がある場合も

あります。ただ、基本的には所有者の方に対応していただくことになりますけれども、非常に危険な状態が差し

迫っている場合につきましては、先ほどの市役所代執行となりますと、特定空き家に指定をしたものにつきまし

ては、段階を踏んで代執行ということがありますが、そのほかの空き家につきましては代執行という形はできな
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いのですが、危険が差し迫った周りの住民の方が危ないという状況にあれば、緊急的な安全措置ということで対

応する場合もございます。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、里塚斎場の再質問についてお答えいたします。里塚斎場を利用されている方から相談、苦情等はある

かということですけれども、今のところは、こちらに直接の相談、苦情等はありませんが、もし、利用される方

で時間的な制限のある方の場合は、市の葬祭場のほうが時間予約できますので、そちらをご利用いただいている

ものと考えておりますが、今後も市民の利用状況、意向等を把握していきたいと考えています。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

青木委員。 

 

青木委員 

 1 点、お尋ねいたします。市民協働推進事業の中の地域まちづくり推進事業についてです。決算書は 119 ペー

ジ、報告書 72ページになります。町内会等の地域住民により構成する団体が行う地域の特色を生かしたまちづく

り活動への助成ということで、報告書の説明欄を見ますと、東部地区 1件、大曲地区が 2件、西部地区 4件とな

ってございますが、それぞれの地区の活動内容と助成額についてお伺いいたします。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 地域まちづくり推進事業の実績でございますが、地区別で申し上げますと、東部地区では 1件、親和町内会の

創立 50周年記念事業に 42万 5,000円の助成をしております。大曲地区では 2件でございます。第 50回大曲夏ま

つり事業に 77万 900円、それから、北都町内会の創立 40周年記念事業に 7万 7,800円、合わせて、84万 8,700

円となっております。西部地区 4 件でございます。西部地区の連合町内会の創立 50 周年記念事業に 13 万 1,700

円、それから、花火やランタンを作って世代間交流を行います、西部地区ふれあい子ども花火大会、こちらの事

業に 22万円、洞爺湖有珠ジオパークでの講義や体験を通して、防災意識や避難体制について学ぶ社会見学、大地

を学ぶ事業、こちらに 14万円。それから、スノーレクや災害時の炊き出し訓練等を行う 2020スノーカーニバル

in西部事業に 22万円の助成をしております。 

 

中川委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 内容については、わかりました。令和元年度の報告では、東部地区 1件、大曲地区 2件、西部地区 4件で、団

地地区と西の里地区はゼロということですが、どうなのでしょう。遡って、各地区でのこういった申請のばらつ

きといったものは、実際にあるのでしょうか。 
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中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 再質問にお答えいたします。単年度で見ますと、例えば今年度、二つの地域で申請が無いというようなことも

ありまして、年度により、偏りが異なっております。ただ、地域でそれぞれ申請がある年度とない年度がござい

ますけれども、複数年で見ますと偏りは小さくなっておりまして、全ての地域で利用いただいている状況にござ

います。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

人見委員。 

 

人見委員 

 2件、お尋ねします。1件目は、子育て世代マイホーム購入サポート事業です。決算書 106から 107ページ、主

要な施策の報告書が 69ページです。これに関しまして、平成 29年（2017）年度が 172件、平成 30（2018）年度

が 195件、令和元年度が 253件と制度の利用件数が右肩上がりになっている中で、廃止に至った判断の根拠をお

伺いします。 

2点目です。不法投棄対策事業です。決算書が 170から 171ページ、報告書が 45ページです。先ほども質問が

ありましたが、不法投棄に対するパトロールの状況、人数とか頻度、回数についてお伺いします。併せまして、

不法投棄に関して、件数としての捉え方というのはしているのかどうか、もしあれば教えてください。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

私から、子育て世代マイホーム購入サポート事業について、お答え申し上げます。制度廃止の理由ですが、こ

の事業は市内に住宅を購入する方に助成金を交付することによりまして、本市の人口の増加、それから若い世代

の定住を促進することによって、活力のあるまちづくりの推進を目的として前身のファーストマイホーム購入支

援事業から、合わせて 6年間実施をしてまいりました。この事業は、創生総合戦略の事業の位置付けということ

で実施しておりまして、令和元年度までの目標値としまして、制度の利用による定住者数を 3,250人と設定して

事業を進めてまいりました。事業の実施に当たりましては、各年度内で申請のあった全ての方に補助金を交付で

きるように補正予算で対応させていただいたところでございます。令和元年度内に目標値であります 3,250人を

達成いたしまして、一定程度の効果を得ることができたと判断し、当初の総合戦略の計画のとおり、令和元年度

をもちまして事業を終了させていただいたところでございます。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、不法投棄対策事業の質問にお答えいたします。まず、不法投棄パトロールの実施状況につきましては、

廃棄物指導パトロール員 2名が月曜日から金曜日までの毎日、不法投棄の抑制のため市内を巡回して監視をする
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とともに、タイヤや家電などの不法投棄物を発見した場合には回収を行っております。不法投棄の件数について

ですが、不法投棄というのは規模も大小様々ですので、件数としての把握はしておりませんが、重量として把握

をしておりまして、昨年度約 69トンとなっております。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 再質問させていただきます。まず、子育て世代マイホーム購入サポート事業ですけれども、目標の件数を達成

したということで、これに関しては成果があったと感じております。ただ、先ほども言いましたけれども、利用

件数が右肩上がりになっているということで、需要はまだあるのかと、その点については残念に思います。そこ

で今後の住宅施策課として、新たに定住促進と人口の対策についての考え方が何かあれば、お尋ねします。不法

投棄に関しましては、再質問はいたしません。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 子育て世代マイホームについて、お答えいたします。今後につきましては、現在行っておりますほかの住宅施

策あるいは、流動化等の住宅施策等と含め、定住人口の増加につながる方策として、どのようなものが効果的で

あるかを総合的に検討してまいりたいと考えてございます。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 ボールパークの関連でも、人口 6万人を目標人口としていることもありますので、やはり新しい移住者を迎え

るために、ボールパークに限らず、いいアイデアを出して、市の発展に努めていただきたいと思います。これは、

要望です。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございますか。 

滝委員。 

 

滝委員 

 2件について、お伺いいたします。1件目は、交通安全推進事業、決算書 115ページ、報告書 50ページです。

ここ数年の交通事故の推移と傾向についてお伺いします。報告書に交通規制要望が 181件となっていますが、特

に多い要望などがあれば、教えていただきたいと思います。 

2件目、交通安全施設整備事業、決算書 115から 117ページ、報告書 50ページです。こちらの交通安全施設整

備の報告では、路面標示 26、区画線 10 路線とあります歩道柵の 2 箇所は、どこになるのかお伺いします。こち

らの整備場所については、どのようにして決められていくのか、お伺いいたします。 
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中川委員長 

 志村課長。 

 

志村市民課長 

 まず、交通安全推進事業の関係でございますが、ここ数年の交通事故の状況につきましては、直近 5年の発生

件数では、平成 27 年が 155 件、平成 28 年が 183 件、平成 29 年が 156 件、平成 30 年が 145 件で令和元年が 136

件と全体では減少傾向にあると考えております。交通死亡事故につきましては、平成 27年、平成 28年、平成 30

年、令和元年にそれぞれ 1件ずつ発生しておりまして、合計で 4名の方が亡くなられております。 

交通事故の傾向といたしましては、令和元年では、道路別で交通量の多い国道、道道での事故が全体の約 55％

を占めており、事故発生の時間帯は朝 6 時頃の人の活動時間帯から増え始め、16 時から 18 時までの時間帯が最

も多く発生しており、これらは例年の傾向と考えております。 

181 件の交通規制要望の状況についてでございますが、信号機の設置については、自動式、また押しボタン式

等々で、まずこれだけで約 65件程度あります。次いで横断歩道があって、30件程度、速度規制等で 30件程度と

いう順序になっております。また、一時停止が多い状態になっていますが、50件くらいかと思います。細かい集

積を出していなくて申し訳ないのですが、こういう順序になっております。 

次に、歩道柵の設置についてですが、今回の 2箇所については、押しボタン式の信号式であります、市道輪厚

中の沢線の通学路となっている歩道で、住所で申し上げますと、輪厚中央 2丁目地先と向かい側に当たります、

希望ヶ丘 3丁目地先になります。整備箇所の選定におきましては、自治会など地域の皆さん、また、関係機関等

から要望、教育委員会等が実施します通学路の点検における情報といったもの又、市民課で直接把握した情報等

を基に現地を確認いたしまして、市道の道路管理者である土木事務所と協議しながら決定して整備させていただ

いているところでございます。 

 

中川委員長 

 滝委員。 

 

滝委員 

 交通安全推進事業については、交通事故件数が減少傾向にあるということで、とても喜ばしいことだと思いま

すけれども、その要因はどのように捉えているのか。また、これまでの間、減少に向けてどのように取り組まれ

てきたのかお伺いします。181 件の内容もそうですが、交通安全整備については、自治会など地域の要望に基づ

いて歩道柵が設置されたということなので、そういった要望を聞いた上で、いろいろ対策を立てていただいてい

るということでした。今後もそのように対応していただきたいのですが、歩道柵のことで、昨年、令和元（2019）

年 5月に、滋賀県大津市で散歩中の保育園児が交通事故に巻き込まれる大きな痛ましい事故が発生しましたけれ

ども、本市はそれについてどのような対策が講じられたのか、お伺いいたします。 

 

中川委員長 

 志村課長。 

 

志村市民課長 

 まず、交通事故が減少している要因といたしましては、人を取巻く環境の変化として、道路交通法の改正によ

る飲酒運転、スピード違反などの罰則が強化され、また、携帯電話やカーナビ等の普及による社会情勢の変化、

エアバックやブレーキアシストなど、自動車の安全性向上が考えられております。本市におきましては、管轄で

あります厚別警察署等を中心に、発生事故要因に応じた取締りの強化や指導、また、各地区の交通安全協会等の
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皆さんとの連携による交通安全意識の普及啓発、また、児童生徒や高齢者の皆さんへの交通安全教室の開催、通

学路での街頭指導などに取り組んでおりまして、今後も交通事故の減少に向けて、厚別警察署等の関係機関や団

体の皆さんとを連携して取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、道外で発生しました保育園児や児童生徒への事故の関係ですが、教育部や子育て支援部が中心となり、

市道、道道、国道の道路管理者や厚別警察署など関係機関との合同により、通学路や散歩コースの安全を点検し、

危険箇所については対策を講じていくこととしています。令和元年度の市民課での対応としましては、歩道上へ

の「ストップマーク」、「止まれ」と書いたものの表示や、歩道柵の設置などを行いましたが、今後とも交通事故

の防止を図るため、市道への交通安全施設の整備や国道、道道の道路管理者への整備の要望、また、厚別警察署

を通じた公安委員会への規制要望などを行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

島崎委員。 

 

島崎委員 

 空き家流動化促進事業について、お尋ねします。決算書 107 ページ、施策の報告書は 69 ページです。毎年 30

件ということで補助していると思いますが、近年は、ほぼ万度に使っていると思っています。この 3、4年の空き

家にした後の新築だとか入っているような実績を追っているのであれば、その後の状況を教えていただきたいと

思います。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 空き家解体事業につきましては、平成 28年度から始まり、令和元年度までに 100件の空き家解体補助を行って

おります。これで、結果的に 100件の空き家が解体されたことになりますが、そのあとの状況につきましては、

補助した 100件の解体後の敷地については、79件に住宅が建築されていることを確認しておりまして、土地の流

動化が図られていると考えてございます。 

 

中川委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 8 割近いということで、非常に連動性があるというか、解体して新築する意向が強いということなのでしょう

けれども、先ほど、何人かの委員からも質問があり連動しますが、子育て世代のマイホームサポート事業がなく

なっているわけです。私の近所でも、この間、この制度で入ってきた人もいますし、空き家解体で解体したのも

近所で見ていますが、昨年の第 4回の一般質問でも申し上げたのですが、家財がかなり入っていることもあって、

大変だという話も札幌にいらっしゃる娘さんが話していらっしゃいました。ですから、8 割はかなりいい状況な

のかと思いますけれども、さらに、子育て世代のマイホームサポート事業などの連動性や解体する前の状況の施

策、この辺り、連坦性を持って施策を進めていただきたいと思いますが、現在、空き家流動化促進事業で 30件、

早期に無くなるという話も聞いていますが、その後の問合せなどで、この制度がまだ使えますかだとかいったお

問合せがどのくらいあるのかを押さえていたら教えていただきたいです。 



R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

13 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 再質問にお答え申し上げます。空き家流動化の解体補助事業については、委員がおっしゃいますように例年、

早い時期、今月、令和元年度につきましては、9月上旬、その前の年につきましては 10月上旬くらいに、それぞ

れ予算額までお申し込みが達成している状況にございます。その後につきましても、その後にも件数自体は把握

しておりませんが、空き家の解体の補助についてのお問合せは、毎年数件いただく状況が続いているところでご

ざいます。 

 

中川委員長 

 島崎委員。 

 

島崎委員 

 予算組みなどもありますが、どのくらい問合せがあるのかをぜひ、おさえていただいて、補正を組むことにな

るのかはわかりませんが、新年度予算で少なくとも毎年このぐらいは問合せがあるとか希望しているという部分

については、予算組みなども考えていただいたほうがいいのではないかと思いますし、個人的には応援したいと

思っていますので、先ほど話しました、予算組も含めて、他の施策と連動性を持っていただきたいと思いますが、

今後、事業展開として考えていることがあれば教えていただきたいですし、無ければ無いでも、今後考えるでも

構いませんので、お伺いします。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 今後の事業展開ということで、何をという具体的なものを今お示しすることはできないですが、いろいろな住

宅施策や対策でどういったものが効果的であるかは、検討しながら進めてまいりたいと考えてございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

 2 点、関連してお伺いします。住み替え支援事業、空き家流動化促進事業を含めて、取組の現状については説

明がありましたが、こうした取組の中で市内の空き家自体の状況が、減少しているのかどうか。実際の減少と増

加を含めて、空き家の実態についてご説明いただきたいと思います。 

二つ目は、有害鳥獣駆除対策事業ですけれども、毎年質問しています。駆除した鳥獣の内訳について教えてい

ただきたいと思います。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

安田市民参加・住宅施策課長 
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 住み替え支援事業、空き家流動化促進事業でございますが、住み替え支援事業につきましては、セミナーや相

談会、バスツアーなどを通じて子育て世代の方に幅広い居住生活空間を提供するとともに、高齢者の方には、利

便性の高い住宅への住み替えを促進するものでもありまして、空き家流動化事業につきましては、解体を含め、

土地の活用を促し本市への定住を図るために解体費用の一部を補助しているものでございます。空き家の数です

が、令和元年度では 60件ほどの空き家が減少しておりまして、空き家の総数としましては、315件、昨年度の空

き家の件数が 310件でございますので、全体としては微増にはなっておりますけれども、60件ほどの減少にはな

っておりますので、これらの対策につきまして施策の効果は表れているものと考えてございます。今後も引き続

き、空き家の減少とともに、新しい空き家を増やさない方策を検討しながら事業を進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、有害鳥獣駆除対策事業についてお答えいたします。有害鳥獣駆除対策事業につきましては、野生鳥獣

による生活環境被害の防止を主な目的としておりまして、業務の内容としては道路上で交通事故により負傷した

エゾシカやキツネの対応、特定外来生物であるアライグマ、人的被害をもたらす可能性のあるヒグマの駆除が主

なものとなっております。令和元年度の本事業における駆除実績といたしましては、エゾシカが 15頭、キツネが

29頭、アライグマは 198頭、カラスが 182羽、ヒグマが 1頭となっております。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず、空き家の減少ですが、60 軒減少しているけれども、昨年より 15 軒増えているということで、全体とし

て見ると 65軒の空き家が新たに増えていると考えていいと思います。考え方ですけれども、住み替え支援事業に

ついては、お年寄りだとかに住替えをしてもらって、次の方に使ってもらおうということなので、どちらかとい

うと、それで住み替えがうまく進めばいいのですが、うまくすすまなければ、空き家が増えてしまう側面を持っ

ている施策だと思います。先ほどから、いろいろな議論が出ていますけれども、解体に対しても支援していると

いうことで、解体も進んで、空き家を次の人に使ってもらおうという施策のところがきちんと連動していかない

と、結果的には空き家が逆に増えてしまう状況になるわけです。先ほど人見哲哉委員から出ましたけれども、フ

ァーストマイホームの制度自体を無くしてしまった。新たに若い方が家を建てていく施策が無いままに解体支援

だとか、住み替え支援だけ進めていく形になると、これは空き家が逆に増えてくる可能性が多いわけです。そう

いう意味で、空き家全体の施策の取組についての考え方を整備しないといけないのではないかと思います。わか

れば教えていただきたいのですが、先ほど、解体 100軒のうち 79軒建築されたということですが、この 79件の

中でファーストマイホーム等の支援制度を使って建築された住宅はどれくらいあるか、わかれば教えていただき

たいです。 

 

中川委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

午前 10時 59分 休 憩 
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午前 10時 59分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 お答え申し上げます。実際の詳しい数字は持ってございませんが、新築で建てていただく方については、かな

りの数がファーストマイホーム事業ということでご好評をいただいているところですので、79件のうち、数的に

は大きな部分を占めているものと考えてございます。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 私もそう思います。そういう意味で、今後の減少状況の推移を見ながら分析する必要があると思いますが、100

件中約 8割がファーストマイホーム支援制度などの比較的若い方に対する建築支援の制度などを使って建てられ

ているとしたら、この制度が無くなったときに、果たして、これだけの効率で建て替え等が進むのか。その辺り

が、かなり疑問になると思います。私は、新たな住宅の支援策を今回、無くしてしまったことは非常に問題であ

ると思いますが、無くしてしまったものは仕方がないので、今後の新たな取組について、考えていく必要がある

と思います。その辺りについては、先程から質問が出ていますけれども、新たな施策がなかなか考えられていな

いと感じたので、ぜひ、今年度の令和 2年度の状況なども見ながら、検討をしていただきたいと考えております。

お考えがあればお願いします。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 委員がおっしゃられましたように、定住人口の促進、人口の増加というのは、非常に重要なことだと考えてお

りますので、住宅施策全般として、総合的に判断していきたいと考えています。 

 

中川委員長 

 高橋市民環境部長。 

 

高橋市民環境部長 

 お答えいたします。山本博己委員が言われるように、確かに解体後の流動化という部分では定住というところ

で、子育てを含めました、ファーストマイホームの有効的な手段であると思っております。一方、不動産業者に

聞きますと、宅地自体が流動化していない現状がございます。土地・建物を持たれている方が、なかなか不動産

の売買をしないというか、資産として持っていてどうしようかという部分もありますので、それらの部分も含め

まして、できるだけ土地を流動化させて、住み替えがいくという部分と、新たな部分の移住、転入の方を増やし

ていくことを織り交ぜながら、新たな施策について今後、検討していきたいと考えてございます。 

中川委員長 
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 ほかに、ございませんか。 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 クリーンセンター施設更新事業について伺います。決算書 173ページ、報告書 46ページです。ごみ処理の広域

化にも対応する計画的な施設の更新・修繕とありますが、内容としては、どのようなものの更新でしょうか。ま

た、市民のクリーンセンターへの直接搬入について広域化後はどのように扱うのか伺います。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 それでは、お答えいたします。まず、クリーンセンターの施設の更新につきましては、これまで平成 22年に稼

働を開始した資源リサイクルセンター内にあります、ペットボトルの選別や異物除去を行うためのベルトコンベ

アの修繕、資源ごみであるプラスチック製容器包装ごみ、紙製容器包装ごみのごみ袋を破く機械の修繕などを行

っております。次に、市民のクリーンセンターへの直接搬入についてでありますが、令和 6年度からのごみ処理

の広域化により、燃やせるごみは、現在、建設中の千歳市の焼却施設で処理することとなりますけれども、今の

ところ、広域化後についてもクリーンセンターでの自己搬入の受入れについては、継続する予定としております。 

 

中川委員長 

 暫時休憩いたします。 

 

 

午前 11時 04分 休 憩 

午前 11時 05分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 市民協働推進事業について伺います。決算書 119ページ、報告書 72ページです。公益活動団体との協働指針に

ついて、どのように見直しが行われたのか、また、見直しの理由は協働事業提案制度への応募が低調だったから

なのか、伺います。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 私からは、市民協働推進事業につきまして、お答え申し上げます。公益活動団体との協働指針についての見直

しですが、今の指針が策定しましてから 10年以上が経過しており、公益活動団体における課題ですとか、ニーズ

の変化、社会環境の変化などを踏まえまして、これまでの取組を基盤として、さらなる協働の推進を図るために
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行うものでございます。来年度の試行に向けて、今見直し作業を行っているところでございます。以上でござい

ます。 

 

中川委員長 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 クリーンセンター施設更新事業について、再質問いたします。クリーンセンターでの直接搬入受入れは、広域

化後もそのまま続けるということでしたが、今後の搬入ルートなどは、どのように考えているのか、見通しを伺

いたいと思います。 

また、市民協働推進事業について、今後、応募を考える団体が増えるように、どのような周知を考えていらっ

しゃるのか、伺います。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、クリーンセンターの搬入ルートについて、お答えいたします。クリーンセンター内の搬入ルートにつ

きましては、自己搬入者が年々増加していますことから、ごみ処理の広域化に向けた収集運搬、処理体制の整備

などをはじめ、安全性にも配慮した効率的なごみの搬入環境について、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 

中川委員長 

 安田課長。 

 

安田市民参加・住宅施策課長 

 私からは、市民協働推進事業について、お答えいたします。協働事業提案制度についての周知の仕方ですが、

広報紙やホームページへの掲載、町内会への回覧、あるいは市内の NPO法人へのチラシ、リーフレットの配布、

それから制度説明会などを実施して周知を行っていくと考えておりまして、多くの団体の方に利用していただけ

るよう、効果的な周知方向についても今後検討してまいりたいと考えてございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

 何項目かありますので、簡潔に質問したいと思います。まず、コミュニティ施設管理費 114ページ、市民課所

管の施設で、エアコンの整備率はどのくらいか。一つは、出張所等を含めて、受付業務をする事務室と貸館部分

の部屋に分けて答弁をお願いします。 

次に、交通安全対策費、114 ページ、市道輪厚中の沢線と市道輪厚中央通の交差点の信号機の設置の見通しに

ついてです。これは、以前、輪厚中央通ができるときに、西部小学校の通学路にしたいという地元の要望があっ

て、それには信号機が不可欠だということで、開通したときには、直ぐには信号機が付けられないと見送りにな
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ったので、その後どういう状況になったのか、お答えください。 

次、平和推進事業、117ページ。事業の参加人数と効果はどうだったのか、お聞きします。 

次に、市民法律相談事業、117 ページ。事業の実績と毎回、広報紙掲載後、どのくらいで予約がいっぱいにな

っていたのか、お聞きします。 

次に、街路灯支援事業、117 ページ。先ほど、小田島委員から同じような質問がありましたので、私は重複し

ないように 1点だけ伺います。市と町内会の電気代の節減効果は、具体的にどうだったのか、お聞きします。 

それから、市民協働推進事業は、同じような質問がありましたので省略します。 

次に、札幌里塚火葬場も同じ質問があったので省略いたします。 

次、温暖化推進事業、169 ページ。太陽光、給湯暖房システム等の申込実績と効果はどのように把握している

のかお聞きします。 

清掃対策費、169 ページ。事業系の生ごみ、一般廃棄物の生ごみ収集の目標と達成度はどうだったのか、お聞

きします。 

有害鳥獣駆除対策、169ページ。アライグマのわなの貸出状況と捕獲頭数について、お答えください。 

 

中川委員長 

 志村課長。 

 

志村市民課長 

 私から、市民課所管分について、お答えします。まず、市民課所管施設のエアコンの整備についてですが、市

民課所管の 7施設、地区住民センターほか 7施設ですけれども、こちらでエアコンが整備されているのは、広葉

交流センターいこ～よとふれあい学習センター夢プラザの 2か所になっております。広葉交流センターは、事務

室にはエアコンが無く、また、貸室 13室のうち、防音等を施した音楽室など、3室がエアコンを整備している状

況です。また、ふれあい学習センターにつきましては、事務室及び、貸室 16室全てにエアコンを整備している状

況です。 

続いて、輪厚中の沢線の信号機の関係でございますが、交差点における 24時間の道路交通量についてですが、

交差点を西と東に断面で分けて申し上げますと、まず、交差点の西側、いわゆる国道 36号側の上下交通量につい

てですけれども、平成 28年の調査では 4,275台、これが令和 2年 9月の調査では 4,216台と、平成 28年より 59

台減少となっております。また、逆に東側、中の沢側の上下交通量は、平成 28年では 3,784台、令和 2年の調査

では 4,357台と、573台増加となっております。通常では、1時間の交通量の最低値が 300台以上という部分の条

件も信号機設置の条件にありますので、引き続き設置に向けて、北海道警察に要望してまいりたいと考えており

ます。 

続きまして、平和推進事業の関係でございます。令和元年度におきましては、まず、市庁舎 2階の展示フロア

に展示させていただいております平和の灯の種火の展示と保守管理をはじめ、平和パネル、ビデオ、書籍の貸出

事業を行っております。こちらは、市内 2校となっております。また、被爆者体験講話については、昨年 7月 19

日に大曲東小学校、156 名の参加です。また、7 月 20 日には、西の里小学校、228 名、こちらは、保護者も含め

た数となっております。昨年につきましては、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館の被爆者体験伝承者等派遣事

業によります講師の方をお呼びして、講話をしていただいたところでございます。また、平和の折り鶴の献納、

きたヒロシマ平和展、こちらはエルフィンパークで 8月 7日から 12日まで行っております。そして、平和の灯を

守る市民の会の皆さんと行っております、平和記念事業を 8 月 25 日に開催しまして、195 名の参加をいただき、

前半で北広島エアリードットの皆さん、また、演奏会をしたあと、「あの日のオルガン」という映画を上映し、記

念事業とさせていただいたところです。平和推進については、次世代を担う若い世代をはじめ、多くの市民の皆

様に対して平和の大切さ戦争の悲惨さ、命の尊さを考えていただく機会になったと考えております。恒久平和を
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目指して、今後とも戦時体験を風化させないよう、戦争を知らない世代の皆さんに平和の尊さ、大切さを継承し

ていく事業として、今後も進めてまいりたいと思っております。 

次に、市民法律相談でございますが、月 2回、年間 24回開きまして、合計 144名の方を受入れさせていただく

事業としております。1 回の開催につきましては 6 名という形で行っておりますが、令和元年年度におきまして

は、24 回開催し、132 名の方が相談を受けられ、6 名の予約があった回数は 16 回となっています。この 16 回の

うち、6名の定員に達するまでの期間は最短で 1日、最長で 10日間となっておりまして、平均的には 4日間程度

で定員に達する状況となっております。 

次に、LED街路灯の普及率と節減効果の部分ということで、普及率は、6,121灯のうち 5,348灯で、87.4％です

が、この状況を踏まえて、年間の電気代料金総額は 2,304万 5,586円となっておりまして、年間では、従前より

24 万 6,116 円事業費が下がっておりまして、そのうち市の補助額としては 10 万 6,500 円、団体の皆さんへの負

担額としては 13万 9,616円が前年度より下がったことになっておりまして、節減効果につながったものと考えて

おります。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私から、温暖化推進事業と清掃対策費、有害鳥獣対策事業について、お答えいたします。最初に温暖化対策推

進事業の補助実績についてでありますが、太陽光発電システムが補助枠 20件で、補助実績が 20件の 300万円、

高効率給湯暖房機が補助枠 45件で補助実績が 45件の 135万円。ペレットストーブが補助枠 3件で実績が 1件の

5 万円となっております。いずれの事業につきましても、温室効果ガス排出量の削減に寄与する機器の導入を支

援するということにより、地球温暖化の防止を図るものとなっております。これまでの合計で太陽光発電システ

ムが 253件、高効率給湯暖房機が 116件、ペレットストーブが 5件の導入を支援したところであります。 

次に、事業系一般廃棄物の生ごみ収集の目標と達成度についてでありますが、昨年度におきましては、大型の

商業施設を含む事業所 7か所について、調理現場やごみの廃棄状況を実際に見せていただきまして、業務に従事

されている方に分別の働きかけなどを行い、新たに生ごみ分別を行っていただいております。ただ、年度の後半

に新型コロナウイルス感染拡大により、一部の事業所から生ごみ収集が無くなるなど、事業活動そのものが低下

した影響から収集量はあまり伸びず、計画値 960トンに対して、実績値は 388トンであり、達成度としては、約

40％と平成 30年度からほぼ横ばいの状況となっております。 

それから、アライグマの箱わなの貸出状況につきましては、農家を中心に 43戸の貸出をしており、捕獲頭数に

つきましては、198 頭捕獲しておりますが、アライグマの駆除件数につきましては、ここ数年、増加傾向にあり

ますことから、今後も継続して駆除を実施する必要があるものと考えています。 

 

中川委員長 

 高橋部長。 

 

高橋市民環境部長 

 1 点目のコミュニティ施設のエアコン整備率の関係で、出張所等の部分についてお答えさせていただきます。

西の里出張所につきましては、西の里公民館の一部ということでエアコンは設置していないところでございます。

大曲出張所につきましては、単独施設ですけれども、同じくエアコンは設置しておりません。西部出張所につき

ましては、農民研修センターの一室ということで、こちらもエアコンは設置していないところです。それから、

エルフィンパーク市民サービスコーナーにつきましては、エアコンを設置してございます。団地住民センター連
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絡所につきましては、住民センターの一部ということで同じくエアコンは設置していない状況でございます。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田豊委員 

 2 点、再質問いたします。今、部長から出ましたコミュニティ施設、市役所本庁舎が新しく建て替わって冷暖

房完備ということで、市民からいくと非常に快適な市役所になりましたと評価をいただいて、それが各出張所に

行くと、エアコンがないということで、これは、市民サービスからいくと、計画を立てて整備すべきだろうと思

いますが、今後の取り組み方、考え方についてお示しいただきたいと思います。 

それから有害鳥獣、アライグマ捕獲頭数が 198頭ということで、一つは、作物の収穫時期に、農家の方からす

ると、箱わなを借りたい。収穫時期が同じような時期に集中しますから、そのとき借りたいという人に速やかに、

待たせないで貸出しができているのか、現状どうなのかお聞きします。 

 

中川委員長 

 阿部課長。 

 

阿部環境課長 

 私からは、アライグマの箱わな関係の質問にお答えいたします。アライグマの箱わなにつきましては、基本的

に農家の畑を優先して設置をしまして、収穫期に農作物の被害が無いように対応しているところでありますけれ

ども、藤田委員がおっしゃるとおり、農作物の収穫期が集中するものですから、そのような繁忙期においては、

一時期でありますけれども、箱わなが不足する状況もあります。そのような場合もありますことから、環境課と

農政課で連携をしまして、今後も対応をしてまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 高橋部長。 

 

高橋市民環境部長 

 エアコンの関係について、お答えさせていただきます。当面の対策ということで、平成 31年 3月に一部施設を

除きますけれども、快適な空間をということで、網戸を一部設置させていただきました。ただ、これで十分かと

いうと、そうは思ってございません。エアコンの設置については、多額の費用が掛かる部分もございますし、言

われるとおり、市民サービスの向上という部分では必要な設備だと考えてございますので、今後、公共施設の大

規模改修であるとか中規模改修のタイミングも含めまして、設置に向けて検討を行ってまいりたいと考えてござ

います。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 コミュニティ施設のエアコンに関しては、市民からもいろいろな声もいただいていますので、これは市長の見

解もお聞きしたいので、留保して総括で質問したいと思います。 

中川委員長 
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 ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

それでは、以上で通告による質疑を終わります。 

総務費のうち、総務管理費の出張所費、企画費の企画総務費のうち、住み替え支援事業、空き家流動化促進事

業、子育て世代マイホーム購入サポート事業及びリユース住宅活用サポート事業、コミュニティ施設管理費、生

活バス路線確保対策事業、バス等利用支援事業を除く交通対策費、市民生活費、エルフィンパーク運営費、広聴

費、戸籍住民基本台帳費、衛生費の保健衛生費のうち、環境衛生費、火葬場管理費及び公害対策費、清掃費、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及び霊園事業特別会計の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

午前 11時 24分 休 憩 

午前 11時 25分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に、民生費のうち、福祉センター費を除く社会福祉費、医療給付費及び生活保護費の質疑を行います。 

質疑のある方いらっしゃいませんか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 まず、1 点目が、介護サービス利用者負担額軽減事業について、決算書は 131 ページ、成果に関する報告書は

22ページです。こちらは、助成先は社会福祉法人と資料に記載がありますが、軽減対象となった利用者の方の人

数、年代、介護度はどのような状況なのか把握されている内容を伺います。 

高齢者サービスガイド作成事業について、伺います。決算書 133ページ、成果に関する報告書は 22ページです。

資料にも配布方法と記載がありますが、具体的にどのように行われているのかお伺いします。 

もう 1点が、生活困窮者自立支援事業について伺います。決算書 129ページ、成果に関する報告書は 26ページ

です。このうち、学習支援の取組について伺います。北広塾という名称で、学びの場が提供されてきて何年か経

過していますが、決算年度の利用した生徒数や指導に当たるスタッフの人数など、利用状況についてお伺いしま

す。 

 

中川委員長 

 工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 初めに、介護サービス利用者負担額軽減事業についてでありますが、本事業により、利用者負担が軽減となっ

た方は令和元年度で 20人となっております。年代別の内訳につきましては、60歳代が 1人、70歳代が 4人、80

歳代が 6 人、90 歳代が 8 人、100 歳代 1 人となっております。また、介護度別の内訳につきましては、要支援 2

が 1人、要介護 1が 1人、要介護 3が 4人、要介護 4が 7人、要介護 5が 7人となっております。 

次に、高齢者サービスガイド作成事業についてでありますが、サービスガイドの配布方法につきましては、市

役所および出張所等の窓口で配布しているほか、高齢者支援センターや介護サービス事業所などにおいて配布い

ただいているところであります。また、毎年実施しております、高齢者生活実態調査の際、65歳に到達された方

へ配布を行っているところであります。 
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中川委員長 

 鈴木福祉課長。 

 

鈴木福祉課長 

 私からは、学習支援事業について説明させていただきます。令和元年度学習支援事業におきましては、登録を

した生徒は 42名、先生が 23名で、全体費用額は交通費支給額も含めて 253万 2,254円となっております。 

 

中川委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 再質問いたします。介護サービス利用者負担額軽減事業についてですけれども、高齢世代の年代も幅広く対象

となっていることがわかりました。関連して、対象者の内容の近年の傾向について、お伺いしたいと思います。 

次に、生活困窮者自立支援事業の学習支援の取組についてですが、周知・広報はどのように行われているのか、

また生徒からの直接の相談や問合せは、これまであったのかお伺いします。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 介護サービス利用者負担額軽減事業の近年の傾向についてでございますが、平成 29年度は、軽減対象者 17人、

事業決算額 25万 7,879円。平成 30年度は 19人、34万 3,676円、令和元年度は 20人、40万 6,892円で近年は増

加傾向となっているところでございます。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 学習支援事業の周知方法ですが、保護者の方には就学援助や児童扶養手当の通知等に学習支援のチラシを同封

させていただいており、生活保護を受けている方にはケースワーカーが説明しているところです。子どもたちに

対する直接の周知につきましては、手段や方法等をこれから調査研究してまいりたいと考えています。直接生徒

から相談等はありましたかということについては、今のところないと把握しています。 

 

中川委員長 

 鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

 学習支援事業の周知、子どもたちに直接周知することについての要望ですが、保護者に対しては、いろいろな

郵便物を直接手に取って、開封すればわかりますが、当事者である生徒自身がこの事業のことを知ることも、と

ても大切だと思います。親に負担をかけることなく、学ぶ機会が提供されていることを知ると、学びの選択肢が

広がると思いますので、そういう視点で、学校現場で個別にあなたどうぞとはなかなかいかないと思いますが、
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校内の掲示板ですとか広く目に留まる場所に、学校とも相談しながら有効に情報が伝わるようにしてほしいと要

望いたします。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

木村委員。 

 

木村委員 

 1点、質問させていただきます。決算書 137ページ、主要な施策の成果に関する報告書が 21ページです。障が

い者の部分で障がい者日常生活用具給付事業についてお伺いします。令和元年度では、新たに身体障害者手帳の

交付が受けられない軽度・中等度難聴児への補聴器購入及び修理費の助成対象として、FM型補聴器が追加された

わけでございますが、FM型補聴器の助成対象人数は何人だったのでしょうか。まず、お伺いします。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 軽度・中等度難聴児への FM型補聴器の助成ということで、難聴児の健全な育成を促すために道内で初めて、本

市において令和元年度から助成対象に追加している事業となっております。支給実績につきましては、1名で 18

万 250円となっております。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 この事業は、道内でも初めてだということで素晴らしいことだと思いますが、FM型が今は 1名ということでし

たけれども、この補聴器の特徴をお伺いします。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 FM型補聴器につきましては、距離が離れたり、周囲が騒がしいと聞きにくくなる傾向があった従来の補聴器に

対して FM型補聴器では、マイクを使用しますので、ピンポイントで例えば先生の声だけを集中的に聞くことがで

きる特徴になっております。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 今は、小学校に入っている方 1名だと思いますが、今後同じような軽度・中等度難聴児の方でまだ就学前のお

子さんがいらっしゃると思います。このお子さんたちにはどのように周知されるのかをお伺いします。 
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中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 FM型補聴器の周知方法ですが、子ども発達支援センターをはじめ、小学校、中学校、保育園、幼稚園等への事

業の周知を現在図っているところです。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

永井委員。 

 

永井委員 

 生活保護関係と障がい者地域生活支援について伺います。生活保護関係では、被保護世帯数の増加傾向が見ら

れますが、理由についてどのように捉えているかを伺います。それに伴って、ケースワーカーの増員について実

際に現状はどうなのかを伺います。 

障がい者地域生活では、福祉ホーム 0人、訪問入浴サービス 3人ということで、実績がなかなか伸びないのか

というイメージがあります。この実現利用者数について、どのように捉えているのか、理由について伺います。 

もう一つ、障がい者医療的ケア支援事業もよろしいですか。決算書には、実績がゼロということで、載っては

いないのですが、毎年、私が取り上げています。なかなかこのゼロから脱することができないということで大変

残念だと思っています。毎年、担当課からも周知徹底に努めますという答弁をいただいているのですが、この間

どのように取り組んできたのか伺います。 

福祉灯油、生活保護世帯も対象にしているということで、ほかの市町村よりも当市は大変充実しているところ

は承知しておりますが、生活保護受給世帯が増えていることも含めまして、単年度事業から制度化への検討を毎

年求めているのですが、その見解について伺います。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 まず、生活保護支給事業ですが、最近、生活保護受給者が増えているという実態があります。これは、細かく

分析していませんが、高齢者の受給者が増えてきているためと考えております。ケースワーカー1 人当たりの担

当世帯数は多くなっておりますが、高齢者・障がい者相談担当等の関係部署の協力を図るなどして適切な支援に

努めているところであります。ケースワーカーにつきましては、今年度 5 月から 1 名増員して、6 名体制となっ

ているところです。 

続きまして、福祉ホームの利用者がいなかったこと、訪問入浴が 3名であった部分について説明させていただ

きます。居住の場を提供する福祉ホームにつきましては、包括的に生活支援も受けられるグループホームへのニ

ーズが高まったために、利用者はグループホームへ入居しています。平成 30年度をもって、市内の福祉ホーム事

業所は廃止しておりまして、昨年度の利用が無い状況となっております。訪問入浴につきましては、利用実績は

3名となっておりますが、平成 29年度に要綱改正を行いまして、重度の身体障がい者の方で、自力で入浴が困難

な方とか、家族のみでの入浴が困難な方も事業を対象とするなど、対象要件を大幅に緩和しているところです。

今後も利用ニーズは高まっていくと考えられますので、引き続き相談支援事業所等と連携しながら、ニーズの把
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握に努めてまいりたいと考えております。 

次に、障がい者医療的ケア支援事業についてですが、これまでは、市のホームページに掲載したり、各種制度

を紹介している冊子にこの事業を記載しているほか、各相談支援事業所等と連携しながら、個別に制度周知を行

ってございます。現在は、看護師が配置されている事業所等を利用することによって、一定の需要が満たされて

いるということで、当該事業を使わない方が多いとしております。今後も対象者への個別周知については、継続

して行ってまいります。 

次に、福祉灯油特別対策事業の制度化につきましては、これまでの受給期の価格水準やその年の灯油価格の推

移などを考慮し総合的に判断して、その都度、決定しているところです。今後につきましては、従前と同様の考

え方により、都度、総合的に判断を下していきたいと考えております。 

 

中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 福祉灯油につきましては、今年も 70円台、80円台くらいになってますでしょうか。そういうところも含めて、

支給世帯も年々増えています。市の資料から見ますと、平成 30（2018）年度の事業結果として、支給世帯が 2,075

世帯で、令和 2（2020）年にいただいている、令和元（2019）年度の実施結果では、2,087世帯ということで、微

増ですが、増えているところも含めて、やはり制度化を、ほかの自治体等を参考にして実施していただきたいと、

実現するまで言い続けるかもしれませんが、こちらは要望です。 

障がい者に関係することですが、福祉ホームがグループホームへ移行していることから実績がゼロというとこ

ろですが、では、事業としての福祉ホームの今後の在り方は、どのように市では考えているのか伺います。 

医ケアにつきましても、医ケア自体を必要としなくなってきている方たちも増えてきているのかと想定されま

す。それであれば、ほかの代替として取り組める福祉施策も、市でぜひ考えていっていただきたいと思いますが、

その辺りについて伺います。 

あと、生活保護関係ですが、ケースワーカーが今年 5月から 1人、正職員として増えたということで、対応し

ているというところですが、やはりケースワーカー1 人当たり、大体 80 人から 90 人ぐらいの担当者がいるとこ

ろは、すごく負担がかかっていると思います。その辺りについて、やはり負担軽減のために、また、抱えている

問題というのも多種多様化してきていると思いますので、専門職などを育てるところも必要かと思いますが、そ

の辺りについて、どのように考えているか伺います。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 再質問にお答えいたします。まず、今後の福祉ホームの在り方ということですが、福祉ホーム事業所は廃止し

ており、今後は居住等の場となる、グループホームの充実に軸足を移してまいりたいと考えております。 

医ケアですが、今のところ、使用者はゼロということで、看護師の配置されている事業所の利用ですので、総

合的に引き続き調査させていただきたいと考えております。 

生活保護のケースワーカーですが、今のところ 1人当たり 80世帯を受け持っているような現状です。厚生労働

省でガイドラインがありまして、一人当たり 80世帯という数字があり、ぎりぎりのところまで増えてはいるので

すが、問題のあるケースの訪問に行く場合ですとかは、主査が同行訪問をしたりして、ケースワーカー同士の中

で協力し合いながら対応しているということで、今後も続けていきたいと考えております。 
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中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 共生社会というところで、障がい者の住宅確保は市としても、市独自で行っていくというよりも、北広島は大

変歴史のある福祉法人がありますので、福祉法人などと連携し合いながら協議し合って、衣食住の住も大切だと

思いますので、住宅確保もぜひ、充実させていっていただきたいと思います。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

 4点、お伺いします。まず、決算書 129ページ、報告書 13ページ、社会福祉等団体活動支援事業でございます。

民生委員児童委員連絡協議会に関する関係でございますが、民生・児童委員は、特別職の非常勤ということで、

公務員の資格で、それぞれ市民の皆さんの福祉の向上に向けて日々、ご努力されていると思います。連協の中で

は、3 地区に分かれて事業を進めてきていると思いますが、運営に対する指導や意見交換、助言が委託先の社協

との関係で市としてはどのように対応されているのかお伺いします。また、欠員対策、昨年 11月に新たに 3年間

の任期が変わって、新しい人達が委嘱されてきておりますが、欠員対策をどのように行ってきているのか、今後、

欠員の補充に向けてどのように進めていくのかをお伺います。 

それから、決算書 131ページ、報告書 14ページの避難行動要支援者対策事業です。この実績を見てみますと、

平成 30年度 2,068人、令和元年度 2,317人と年間 250人ぐらい増えてきています。町内会・自治会に名簿を提供

している箇所数が増えてきているので、このようになっていると思いますが、町内会・自治会の名簿を提供して

いるところの数は、どのくらいになっているのか、また、大きな災害がありませんでしたから、避難行動要支援

に対する実績は無かったのではないかと思いますが、対策の成果はないかもしれませんから、課題で何か感じて

いることがあれば伺いたいと思います。 

3点目で、決算書 137ページ、主要な施策の成果報告書 21ページ、障がい者日常生活用具給付等事業、先ほど

木村真千子委員からも質問されていまして、助成は 1件で金額も確認いたしました。助成に対する効果も本人に

とっては理解しやすいということで、効果は出てきておりましたが、保護者、それから本人、小学校ですからど

ういう感じで付けているのかも、利用に当たっての意見や要綱、感想の把握はどのようにされているのか。学校

の中では 1人だけですから、大変な時もあろうと思いますが、これは教育委員会の連携をきちんと取っていただ

いて、例えば、学校養護教員との連携はどのように図られてきているのかを伺いたいと思います。 

あと、ロジャーというのは、先ほど、木村真千子委員にも言っておられましたが、全道で初めての助成で、全

国的にもまだ、5、6自治体しか導入されていないと理解しておりますが、優れた補助制度だと思っておりますの

で、ぜひとも、PRも含めて行っていただきたいと思いますから、その辺りの考え方をお願いいたします。 

最後に、ふれあい温泉事業でございます。平成 30年度延べ枚数 2万 6,096人、令和元年度延べ 2万 2,299人と、

主要な成果報告書の中では、件数と人数というところでは、同じだと思いますが、統一性に欠けると思いますの

で、どちらかに統一をしていただきたいと思います。それから、実人員の推移が 65歳以上の高齢者の部分の助成

を受けている実人員の推移が増えているのか減っているのか、お伺いしたいと思います。 

 

中川委員長 
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 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 まず、社会福祉団体活動支援事業を説明させていただきます。民生委員児童委員連絡協議会の皆様とは、毎月

開催される役員会に市の職員、具体的には課長と主査が出席して意見交換を行い、また、日常的に事務局や民生

委員・児童委員の皆様方から意見をいただきながら事業を進めているところでございます。交付金の活用につき

ましては、令和元年度に 2回、支出、収入の管理について書類の確認をさせていただき、有効に活用していただ

けるよう意見交換をしているところでございます。 

欠員につきましては、昨年、一斉改選がありまして、125名中 18名が欠員となっております。その後、委嘱数

に変動があり、令和 2年 10月現在では欠員が 16名となっております。本市としましても、自治会・町内会長あ

てに協力依頼を行うとともに、民生委員・児童委員の役員の皆様とともに、欠員の解消に向けた取組を進めてい

るところでございます。 

次に、避難行動要支援者対策について説明させていただきます。要支援者名簿につきましては、名簿の活用に

対する協力依頼を定期的に行っており、自治会・町内会をはじめ、36か所 381名分の名簿の開示を実施している

ところであります。毎年、自治会・町内会等へ協力を要請しておりますが、名簿の作成当初は、膨大な個人情報

の重要性や、避難時に実際に避難させる体制ができるかどうかという不安が各自治会で持っていまして、なかな

か後ろ向きな発言や意見がありましたが、2 年前に発生しました、北海道胆振東部地震によるブラックアウト、

昨今の本州などで起きている水害などがかなり発生している状況から、自治会内の皆様の意見も変わってきまし

て、最近は名簿の必要性を認識していただいているようになってきています。提供に向けた前向きなご意見も寄

せられるようになってきており、今後も名簿の必要性を市民の皆さん全員にお伝えしながら、事業を実施してい

きたいと考えているところです。 

続きまして、FM型補聴器の関係ですが、相談支援事業所を通じて、実際に使ってみて、先生の声がすごく聞こ

えやすくなったという子どもの感想もいただいているところです。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 ふれあい温泉事業について、お答えいたします。利用者実人数でございますが、平成 29年度は 3,989人、平成

30年度は 4,020人、令和元年度は 3,769人となっております。高齢者人口に占める交付率につきましては、平成

29年度が 22.0％、平成 30年度が 21.8％、令和元年度は 20.0％となっております。令和元年度につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響から、令和 2年 2月以降、大きく利用者が減少しているところであり、全体を

通しても交付率は減少傾向となっております。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 再質問させていただきます。民生・児童委員の関係では、毎月役員会に課長と主査職が出席しているというこ

とでしたが、役員会という中身は、例えば社協に委託していますから、社協の担当する事務局長だとかも一緒に

参加されて議論をされているのかどうかです。 

これは、社協に全面的に出していますが、3 地区の進め方の統一性が、私はいろいろな民生委員の方にもお聞
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きしますが、うちはこうやっているけれども、うちはこうやっていると、扱いの統一性が地区によって、違って

きていると思います。ですから、民生委員協議会は、一つの事業を行うときには、費用弁償の扱いも含めて、統

一性のある扱いとなると、そのことを市役所が社協に言って、社協が協議会の皆さんに伝達することなども、逆

もあると思いますが、そういうことをしっかりしないと駄目だと思っていまして、そのことをきちんとやってい

くためには、どのようなことをされてきているのか、メンバーのことについてもお聞きしたいと思います。 

それから、欠員対策の具体的な部分では、一生懸命なのはわかるのですが、前回の更新のときも自分が見つけ

ないと辞められないということを何人からも聞いています。それは、やはり市役所も社協と一緒に汗をかいて地

域の人たちの掘起しをしていると思いますが、どういうわけだか、民生委員にすれば、自分たちに全面的に振ら

れているという感じを受けているような気もします。その辺りのことについて、考え方をいただきたいと思いま

す。 

それから、避難行動要支援者対策ですが、今回、避難は無かったと思いますが、自治会数が増えてきている。

そして、避難に伴う資機材というのは、普段、例えば、要支援と要介護と足が悪くて、介助しなければ歩けない

方もいます。だけれども、車いすは普段使っていない。緊急的に避難するときには、どうしたらいいのか。車椅

子も実際は無いとなったときに、資機材などの提供も、行動名簿で避難をしていただくとなると、これらのこと

も関係する。これは、福祉課ではなくて、危機管理になるかもしれませんが、そういうことも含めての対応が必

要になってくると思っています。そこの考え方をお伺いしたいと思います。 

あと、ふれあい温泉事業については、生活の多様化があるので、温泉だけではないこともありますが、PRの仕

方をもう少したくさんしていただいて、ゆくゆくは、ボールパークができたときの温泉にも、こういう制度が生

きていれば、ぜひ、活用したいと思っている市民の方もたくさんいると思うので、活用をアップしていただくこ

とに対する手法は、どういうものがあるのか、考え方があればお聞きしたいと思います。 

 

中川委員長 

 渡邉福祉庶務担当主査。 

 

渡邉福祉庶務担当主査 

 私から、民生児童委員の関係と避難行動について、お答えします。まず、民生委員児童委員連絡協議会の役員

会の出席状況ですが、社会福祉協議会の事務局長が参加し、事務局の窓口である担当職員と次長も参加した中で

役員会を開催しているところです。 

次に、3地区の統一性についてのお話ですが、役員会の中で、3地区の地区民児協もそれぞれ独立した団体とな

りますので、意見を持ち合いながら、統一を図りながら運営していると伺っています。市の役割としましては、

その中で皆さんのご意見を求めながら、助言などをしております。 

次に、欠員地区の対策についてですが、昨年 11月に一斉改選ということで各町内会・自治会の皆さんにご協力

をいただきながら、さらには、現民生委員、役員の方にもご協力をいただきながら、改選に努めてきたところで

あります。欠員や新任の民生委員・児童委員の方は、人材の発掘はなかなか難しいものですから、現民生委員の

皆さんに負担をおかけしたのかと思っております。市としても、できるだけ新たな民生委員や、なり手の発掘に

情報収集をしているところですが、町内会役員の担い手がなかなかいないという町内会の役員からのお声もある

状況ですので、定期的な働きかけを行いながら、欠員の解消に努めていきたいと考えております。 

2 点目の避難行動についてですが、自治会数については、名簿の提供は年々増えています。先ほど委員からご

指摘のあった、資機材等の介助の関係ですが、現在登録されている避難支援対象の方の名簿のうち、その方の身

体状況やご家族の状況、その方が車椅子をお持ちなのかどうか、杖で歩けるのかというところまで把握しなけれ

ばならない状況となります。現状としては、名簿の登録をして、自治会町内会にお渡しして、その方の状況も聞

き取りしている段階ですが、全てを把握している状況ではありませんので、そういったところも把握した中で、
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少しずつ整理をしていかなければならないと考えております。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 ふれあい温泉事業について、お答えいたします。現在、広報、高齢者サービスガイド、ポスターの掲示等によ

り周知を図っているところでありますが、より良い PRの仕方につきまして、事業所と連携の上、検討していきた

いと思います。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 民生・児童委員協議会の関連については、細かい課題などもあると思いますので、課題の掘り起こしと整理に

ついて、積極的にスピード感を持っていただければありがたいと思います。 

それから、要避難者の関係では、今、主査から答弁をいただいた状況を把握するというのは、大変難しいです。

自治会に言われても、突っ込んで聞けるところと、聞けないところがあると思います。ですが、何かあったとき

に、そういう制度で名簿を出しているのに、それが対応できなかったとマイナスイメージを持たれるのも大変だ

と思いますので、これも、町内会、自治会、市役所で連携をとって、なかなか町内会でできないところは、市役

所で出向いて聞いてみるとかも含めて、出来るだけ早期に行っていただければと思います。 

先ほど、ロジャーの関係を言いましたが、養護教員との連携が図られているのかどうかの質問をしたのですが、

その答弁が無かったと思いますので、精査していただいて、もれていれば、ご答弁いただければと思います。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 失礼いたしました。先ほどの FM式補聴器の関係で、養護教員とも積極的に関係を図って対応しているところで

す。 

 

中川委員長 

13時まで休憩といたします。 

 

午後 0時 05分 休 憩 

午後 1時 00分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

どなたか、ございませんか。 

人見委員。 

人見委員 
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 何点か、質問いたします。まず、福祉人材確保対策事業です。決算書 134から 135ページ、報告書は 23ページ

です。就労支援金に関してですが、新規が 76名ということは、こちらにも書かれておりますが、市外からの転入

者数、また、6 か月の継続勤務された方の該当者数を教えていただきたいと思います。続きまして、福祉のお仕

事合同相談会の参加者 20名のうち、雇用に至った件数についてもお尋ねします。 

2点目です。障がい者地域生活支援給付事業です。決算書 134ページから 135ページ、報告書が 20ページです。

先ほども永井委員から質問がありましたが、その中で訪問入浴サービス事業が 3名しか利用されていないという

ことですが、これはやはり告知や周知に関して何かもう少し工夫があったら増えるのではないかと私は実感して

おります。これについてのお考えを伺います。 

3 点目ですが、生活保護など支給事業は、永井委員と質問が同じですので要望だけ述べさせていただきます。

コロナにおきまして、これから長期化すると、ますます生活保護を希望される方が非常に増えてくる可能性があ

ると思いますので、これに関しては柔軟な対応をお願いいたします。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 福祉人材確保対策事業についてでありますが、就労支援金の令和元年度実績につきましては、市外からの転入

者は 9人、また、6か月継続勤務該当者は 68人となっております。次に、福祉のお仕事合同相談会につきまして、

雇用に至った件数についてでありますが、把握しているところでは参加者 20名のうち、1名が就労しており、現

在においても就労継続中であると伺っているところであります。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

 訪問入浴について、お答えいたします。訪問入浴につきましては、サービスを提供する事業者が市内にないこ

とにより、利用者が希望する時間帯での利用が難しい状態となっております。そのため、通所事業所などで入浴

している方もいると伺っています。今後、訪問入浴を提供している事業者とも協議を行って、より利用しやすい

環境の整備に努めてまいりたいと考えております。事業の周知につきましては、各種制度の紹介をしている冊子

への記載のほか、相談支援を行う中で周知を行ってまいります。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 再質問させていただきます。福祉人材確保対策事業についてですけれども、まず、福祉のお仕事合同説明会に

参加されて、就労に至った方が 1名ということですが、これは、札幌市のチカホで行われていると思いますが、

この告知はどのようにされていたのか。たまたま、通った方が相談を受けたのか、それともホームページなどを

見てなのか、わかれば教えてください。 

障がい者に関しては、やはり入浴サービスは非常に重要なことなので、今は市内に事業所がないということで

すけれども、もっと利用しやすい環境を作っていけるように、これからも努力をお願いします。これは要望です。 
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中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 福祉のお仕事合同相談会の周知方法については、広報や新聞の折り込みチラシにおいて実施したところであり、

参加者につきましては、当該、広報やチラシを見て参加された方、偶然その場を通りかかって立ち寄っていただ

いた方など、様々な状況です。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 場所的に通行量も多いしたまたまという方もいると思いますが、20名で 1名ということではありますが、やる

ことによって結果が出てくると思いますので、これからも不足する福祉人材を確保するために、様々な施策に向

けて取り組んでいただきたいと思います。さらに、この福祉人材に対する就労支援金ですが、保育士の就労支援

金、いわゆる「きたひろ手当」と比べると、どうしても大きなギャップがありますので、こちらもぜひ、「きたひ

ろ手当」に近づけていただけるようにお願いします。これも要望です。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

稲田委員。 

 

稲田委員 

 午前中に質問がありました、避難行動要支援者対策事業ですけれども、これに対しては、先のブラックアウト、

災害のときに避難をするにはスピード感が本当に大事だとわかりました。個人情報を大切にされることもわかり

ますが、ご近所、自治会の力は非常に大事だと思いました。今は、秋深し隣は何をする人ぞという感じで、本当

に皆さんが個人個人の生活に無関心になったこともあると思います。お互いに助け合うことも少なくなりました

が、やはりそれを支えていけるのは自治会ではないかと思いますので、共助ということで、市からも先ほど増え

てきたということで、さらに増えるようにご努力をお願いいたします。 

3点、お聞きします。福祉バス運行事業です。決算書 133ページ、主要な施策の成果に関する報告書は 14ペー

ジです。福祉バスというのは、現在、市民の需要に対してたえられているのか、ここ数年の状況とどのような団

体が利用されているのか、大まかな内容で結構ですので、伺います。 

次が、移送サービス事業です。決算書 135ページです。成果に関する報告書 19ページです。こちらは、登録者

が 103名に対して、実際に利用される方が 55名ということで、予算も平成 30年から削減されていましたが、そ

の内容と実利用者と登録者のギャップ、今後について伺います。 

次が、高齢者支援サービス事業、決算書 133ページ、施策の報告書 23ページです。ここ数年の利用者数の変遷

と内容について伺います。 

 

中川委員長 

 鈴木課長。 
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鈴木福祉課長 

 福祉バスと移送サービスについて、お答えします。福祉バスですが、市民需要については、受付業務を受託し

ております社会福祉協議会へ、聞き取りで調査した結果、利用希望者の方の希望におおむね応えられているとの

報告を受けているところです。また、繁忙期には、さらにバスを借り上げて対応をしているところから、需要に

ついては満たされていると判断しております。使われている団体ですけれども、高齢者の団体の見学旅行、文化

系の団体も使う傾向が見られます。 

続きまして、移送サービスです。移送サービスにつきましては、事前の登録が必要な制度であり、転出などを

されない限りは、登録状態が継続されているために過去に利用実績があるものの、令和元年度中は利用する必要

がなかった方が 48名ということでのギャップという結果になっております。なお、死亡や転出によりサービス利

用が不要となった方につきましては、その都度確認をして、随時名簿の整理を行っております。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 高齢者支援サービス事業についてございます。こちらの事業につきましては、大きく六つのサービスを実施し

ております。初めに、配食サービスにつきましては、平成 29年度、利用者数 282人、延べ食数 4万 8,962食、平

成 30年度 258人、4万 4,184食、令和元年度 236人、4万 2,839食であり、近年減少傾向であります。 

次に、テレホンサービス事業につきましては、平成 29年度で利用者数 6人、延べ利用人数 62人、平成 30年度

6人、延べ 70人、令和元年度 8人、述べ 87人であり、近年微増傾向であります。 

次に、緊急通報装置設置事業につきましては、平成 29年度、新規設置数が 4か所、利用世帯数 91世帯、平成

30 年度、新規設置 11 か所、利用世帯 85 世帯、令和元年度、新規設置 14 か所、利用世帯 84 世帯であり、近年、

微減傾向であります。 

次に、訪問理容サービスにつきましては、平成 29年度、利用者数 46人、延べ利用人数 207人、平成 30年度、

利用者 48人、延べ 209人、令和元年度、利用者 51人、延べ 223人であり、近年微増傾向であります。 

次に、除雪サービス事業につきましては、平成 29年度、利用世帯数 271世帯、平成 30年度 264世帯、令和元

年度 264世帯であり、近年横ばいの状態であります。最後に、高齢者日常生活用具給付事業につきましては、平

成 29年度から令和元年度まで利用実績はありませんでした。 

 

中川委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 福祉バスに関しては、需要が多いときにはさらに増台してくださっているということで、ありがとうございま

す。こちらは、これから免許返納者が多くなりますし、高齢者のコミュニケーションの場として大切な事業でご

ざいますので、そのようなサービスをよろしくお願いいたします。 

それから、移送サービス事業ですけれども、こちらは理解できなかったのですが、移送サービス事業を実際に

使われる方、必要な方が少ないということなのでしょうか。ほかにサービスを利用されているということなので

しょうか。 

それから高齢者支援サービス事業ですけれども、こちらは高齢者の数は支援を必要とする数は年々増えていま

すけれども、こちらが減少ということで、予算も約 50万円近く少なくなっておりますけれども、その理由です。

こちらも、サービスに代わる何かができたのか、あるいは高齢者の方がこのようなサービスがあることをご存知
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ないのかを伺います。 

 

中川委員長 

 松本障がい福祉担当主査。 

 

松本障がい福祉担当主査 

 移送サービスについてでございます。課長答弁の繰返しになる部分もございますが、こちらのサービスにつき

ましては、事前に登録をしていただく制度になります。転出などをされない限りは、そのまま登録者として残っ

てしまう制度になってございます。過去に利用されたことがあるものの、令和元年度中には利用する必要がなか

った方が 48名いらっしゃるということになってございます。また、登録されている方の中には、引き続きサービ

スの利用が必要だとされている方もいらっしゃいますので、48名のギャップが出てしまったということでござい

ます。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 高齢者支援サービス事業についてであります。この事業の中で特に大きく減少しているサービスとしまして、

配食サービス事業となっております。配食サービス事業の利用者の減少につきましては、近年民間で実施してい

る配食サービス事業者が増加していることやコンビニ、スーパーのお惣菜が充実してきていることなどが利用者

数減少の一因になっているものと捉えております。 

 

中川委員長 

 稲田委員。 

 

稲田委員 

 配食サービス事業を利用されている高齢者の方が、ただ食事を持ってきてくれるのではなくて、届けてくださ

る方のコミュニケーションが凄くありがたい、嬉しいとおっしゃっていました。なかなか外に出る機会がなくて、

下手すると 1週間、外の人とお話する機会もないぐらいなので、明るい笑顔でお弁当を届けてくれる方は非常に

嬉しいとおっしゃっておりました。そういう声もありますので、今後、この事業を大切にしていただきたいと思

います。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

 1 点、お聞きします。ふれあい温泉事業について、先ほどほかの委員がお聞きしましたが、対象となる施設ご

との利用実績と冬の送迎バスの季節ごとの利用者数をお答えください。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 
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工藤高齢者支援課長 

 ふれあい温泉事業の施設ごとの利用人数につきましては、竹山高原温泉で 1万 1,528人、クラッセホテル楓楓

で 5,670人、森の湯は 5,101人となっております。次に、冬期間における温泉施設行きの福祉バスの運行につい

てでありますが、例年 11 月から 4 月までの 6 か月間で 72 日、1 日 2 往復運航しているところでございますが、

令和元年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年3月の運行を中止いたしました。

施設ごとの利用者数につきましては、竹山高原温泉行が 414人、クラッセホテル行きが 63人、森の湯行きが 272

人であり、合計 749人の利用となっております。 

 

中川委員長 

 山本委員は、いいですか。 

通告による質疑を終わります。 

ほかに、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、民生費のうち福祉センター費を除く社会福祉費、医療給付費及び、生活保護費の質疑を終了いたしま

す。 

暫時休憩いたします。 

 

午前 1時 17分 休 憩 

午前 1時 18分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き再開いたします。 

次に、衛生費の保健衛生費の保健衛生総務費及び、健康推進費の質疑を行います。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

 4点、お伺いいたします。1点目、決算書 159ページ、報告書 10ページにあるエキノコックス症予防対策事業

でございます。検診の受診者のことが書かれていますが、小学 3年生以上を対象にして行った検査ということで、

対象者の選定基準、実績 189人の検診に至った経過や対象者の選定基準はどのようなものになっていたのか。そ

れから、児童生徒の地域的なものなどの区分があるのかどうかをお伺いします。 

2点目ですが、生活習慣病予防事業、決算書 161ページ、報告書 10ページです。精密検査の受診勧奨と事後指

導はどのように行われてきているのか、それぞれの実績と成果についてお伺いしたいと思います。 

それから、三つ目、がん検診推進事業、決算書 161ページ、報告書 11ページです。健診結果とがんの出現率が

どのようになっているのか、お聞きします。 

最後、4点目です。ピロリ菌対策事業、163ページ、164ページ、165ページです。主要な施策の報告書では 12

ページです。健診における出現率とその後の除菌の状況は、どのようになっているのでしょうか。それと、保護

者の意見要望といったものがどのように把握されているのか、お聞きしたいと思います。 

 

中川委員長 

 高嶋健康推進課長。 
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高嶋健康推進課長 

 1 点目、エキノコックス症予防対策事業についてでございますが、北海道エキノコックス症対策実施要領に基

づき、1次検診は市町村、2次検診は北海道で実施しているところでございます。広報やホームページによる周知

により、令和元年度におきましては、189人の希望者が 1次検診を受診されたところでございます。1次検診にお

ける陽性者につきましては 0件となっているところでございます。対象者につきましては、同要領において、小

学校 3年生以上とされているところでございます。また、検診受診者の地域的な区分につきましては、人口比率

から大きな隔たりはないところでございます。 

2 点目、生活習慣病予防事業についてでございますが、がん検診、結核検診の受診結果から、要精密検査とな

った方で 3か月以上受診結果が不明な方に対し、電話や文章にて受診勧奨及び指導を行っております。実績につ

きましては、平成 30年度は要精密検査となった方 292人のうち、3か月以上受診結果が不明だった 110名の方に

受診勧奨及び指導を行っており、最終的に 90.8％の方が精密検査を受診され、未受診者及び、未把握者は 27 名

という結果となっており、一定の成果が出ているものと考えております。 

3 点目、がん検診推進事業についてでありますが、令和元年度の受診者数及び要精密検査の出現率につきまし

ては、胃がん検診におきましては、受診者数が 1,084件で要精密検査出現率が 60人で 5.5％、大腸がん検診につ

きましては、1,595件で 6.5％、104名。肺がん検診につきましては 1,735件で 2.7％、47名、乳がん検診につき

ましては 1,274件で 1.8％、23名、子宮頸がん検診につきましては 1,076件で 3.0％、32名となっているところ

でございます。 

4 点目でございますが、ピロリ菌対策事業についてでございます。令和元年度の受診件数、受診者数は 444 人

で陽性者が 8 人となっております。陽性者の出現率は 1.8％となっております。除菌状況につきましては、陽性

者に除菌治療の勧奨通知をしているところでございますが、除菌する時期などにつきましては保護者にご判断を

いただくこととへなりますので、除菌状況については把握していないところでございます。また、保護者からの

ご意見やご要望につきましては、特にいただいてないところでございます。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 再質問をさせていただきます。まず、エキノコックス症の関係でございますが、令和元年度の検査数は、例年

並みなのでしょうか。過去 3年程度の受診者の推移がどのようになっているのか。検査対象者の基準も含めて、

再質問させていただきたいと思います。 

それから、生活習慣病は、このように一生懸命頑張られているということでございますので、引き続きよろし

くお願いしたいと思います。 

がん検診推進事業で、出現率が出てきておりますけれども、精密検査の結果、がんと判断された件数、出現率

というのがどのようになっているのかお聞きしたいと思います。 

それから、ピロリ菌対策事業でございますが、除菌状況については把握していないとのお答えでしたが、ピロ

リ菌対策というのは、やはり将来的に胃がんになるリスク、ピロリ菌が胃の中にあることによって、そのリスク

がない方の数倍高まるということですから、ピロリ菌対策としては、教えたけれども、あとは自分の判断だとい

うのは、検診というのは起承転結があって、結論のところをきちんと把握と対策をすること、追跡が必要なので

はないかと思います。8 名ですので、それほど大きな数字ではないです。費用は、保険が適用ですから、外来通

院で 3割負担ですが、費用のことも保護者の皆さんはどのくらいかかるのかということもあると思います。市に

とっては、子育て支援の関係で外来自己負担分は補助されますから還付されますので、そういう意味では、そこ

まで行き届いた対策をすることが必要だと思っておりますので、考え方をお聞きしたいと思います。 
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中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答えします。1 点目、エキノコックス症予防対策事業についてでございますが、エキノコックス検

診の検査数につきましては、平成 28 年度が 123 名、平成 29 年度が 163 名、平成 30 年度が 176 名、令和元年が

189 名となっており、令和元年度の検査数は例年並みと考えております。また、検診対象者の基準につきまして

は、北海道のエキノコックス症対策実施要領に基づき定められているところでございますが、小学校 3年生以上

が対象となっているところでございますけれども、エキノコックス症は、およそ 5年の潜伏期間があることから、

屋外における活動が活発となる 4歳ごろから 5年が経過する小学校 3年生以上を対象にしたと伺っているところ

でございます。 

2 点目のがん検診推進事業についてでございますが、がんと診断された件数と出現率ということでございます

が、最新の平成 30 年度のデータにおきましては、胃がんが 3 件で 0.26％、大腸がん検診につきましては 4 件で

0.24％、肺がん検診につきましては 2件で 0.11％、乳がん検診につきましては 10件で 0.82％、子宮頸がん検診

につきましては 0 件で 0％となっているところで、北海道全体の率と比較して大きな乖離はないところでござい

ます。 

3 点目のピロリ菌対策事業についてでございますが、除菌状況の把握ということですが、ピロリ菌の除菌治療

については、将来、胃がんなど胃の病気になることを防ぐことが期待でき、今すぐではなくても医師と相談の上、

早い段階における除菌治療が望まれるところでありますことから、今後におきましても、正しい情報の周知啓発

に努めるとともに、陽性者に対しましては除菌治療につながるよう働きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 エキノコックス症は、全道的にもこの数年、出現率はゼロですが、キツネは昔は山にいましたけれども、今は、

市役所にも出てきていますし、昔は地下水や沢水を飲んでいるとエキノコックス症の卵を体内に入れるような状

況もあるともいますが、いずれにしましても、まだ撲滅されていませんので、しっかりと対策をお願いしたいと

思います。 

ピロリ菌の関係は、期間は長いですが、わかったときに若いうちに除菌をしておいたほうが胃潰瘍だとか悪さ

をしますので、そういう面の対策は十分に保護者に説明をしていただいて、早めの除菌を勧奨されるように、お

願いしたいと思います。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

青木委員。 

 

青木委員 

 1点、お尋ねいたします。食育推進事業についてです。決算書は 163ページ、報告書 12ページとなります。説

明欄を見ますと、食育推進講演会開催ということで参加者が 53 名とございます。講演会の内容と参加された 53

名というのは、どのような方々が参加されたのか伺います。 
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併せて、コロナの関係で開催がかなわなかったということですが、食育の推進懇親会には、どのような方々が

参加する予定であったのか、お尋ねします。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 青木委員の質問にお答え申し上げます。食育推進事業についてでございますが、食育推進講演会につきまして

は、市の食育推進計画に基づく啓発活動の一環として、食生活の見直しや食事の大切さなどをテーマとして実施

しているところでございます。令和元年度につきましては、北海道日本ハムファイターズとの連携事業として日

本ハムファイターズの栄養サポートを担当している管理栄養士の方をお招きし、元気な子どものための毎日の朝

ご飯というテーマで実施しており、53名の方にご参加いただいたところでございます。どのような方がという部

分ですが、小学生なども含めた家族単位での参加者、保育園や給食センターの職員、農協関係者、他市の食育関

係者、栄養士を目指している学生さん等の参加をいただいたところでございます。 

また、食育推進懇談会につきましては、食育推進の方策に関して、関係機関との意見交換を行う場として設置

しておりますが、令和元年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止させていただいた

ところであります。懇談会の構成メンバーといたしましては、北広島商工会、ホクレン農業協同組合連合会、JA

道央女性部北広島ブロックなど、関係機関の代表者及び一般公募者から 10名を選任しております。 

 

中川委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 食育推進の講演は大変有意義な事業だと思いますけれども、過去にもこういった講演会が定期的に行われてき

たのか、行われてきたのであれば、参加者人数の推移がどうなっているのかを教えてください。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答え申し上げます。食育推進講演会につきましては、平成 24年度から 8年にわたり実施していると

ころでございまして、参加者数につきましては、8回の平均で約 50名となっているところでございます。 

 

中川委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 もう 1点だけ、この講演会自体の周知の方法はどういった形をとられているのか、教えてください。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 
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高嶋健康推進課長 

 再質問にお答えします。告知の方法ですが、広報、ホームページに加え、関係団体等に郵送などによって周知

しているところでございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

人見委員。 

 

人見委員 

 1点、質問します。夜間急病センター移転整備事業についてです。決算書が 158から 159ページ、報告書が 10

ページです。まず、夜間急病センターの備品購入について、主な内訳についてお尋ねします。 

次に、令和元年度の 1月から年度末にかけて、コロナ感染の影響があったと思いますが、利用状況の変化につ

いて、あればお尋ねします。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 夜間急病センター移転整備事業についてでありますが、備品の主な内訳につきましては、エックス線撮影に必

要なレントゲン装置画像処理装置、血液成分を分析する血液検査器などの医療機器に加え、作業テーブル、収納

棚、ロビーチェアなど、その他の備品を購入しております。 

また、新型コロナウイルスの影響を受けた令和 2年度の診療状況ということでございますが、令和 2年 4月か

ら 9月までの 6か月間の受診者数は 390名となっておりまして、前年同期間の 780名と比較すると、50％の減と

なっており、新型コロナウイルス感染症による影響が少なからずあるものと考えております。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 今の大変な状況ですけれども、夜間急病センターにおきまして、1 月から始まりましたコロナにおいて、熱発

者の対応はどのようになっているのかを伺います。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答えいたします。発熱者に対する対応につきましては、正面玄関とは別の発熱者専用のドアから入

場いただくようインターホンで指示し、隔離室で診察を行っています。なお、診察時におきましては、医師、看

護師につきましては、防護服等の着用により感染防止対策を行っているところでございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 
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佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 2点、伺います。まず、予防接種推進事業について伺います。決算書 161ページ、報告書 11ページです。予防

接種後、副反応が疑われるケースがあったかどうかと件数について伺います。 

もう一つは、フッ化物洗口推進事業についてです。決算書 163ページ、報告書 12ページです。平成 28（2016）

年、フッ化物洗口の開始前に小学校で開かれた保護者説明会に、私も保護者として参加しました。その際、保護

者への配布資料として現状の数値として、幼児の虫歯の罹患率が平成 25年度で 16.44％、12歳児の永久歯の一人

当たりの虫歯の本数が平成 26年度で 2.1本、それぞれを令和 2（2020）年度までに現象させることを目標とする

第 4次健康づくり計画からの抜粋の数字が載せられていました。新型コロナウイルスの影響で学校が休業になっ

たり、フッ化物洗口が中止されている事情もありますけれども、数年実施してきたところでの現状について確認

したいと思います。ここ数年の虫歯本数の推移がどのようになっているのか、また、事務事業評価調書の評価項

目、成果向上のコメント欄に虫歯の予防にどの程度効果があったかは長期の検証が必要であり、成果の検証には

至らないとありましたが、それが何年くらいの期間と捉えているか、お伺いいたします。 

 

中川委員長 

 特定不妊治療助成事業はカットするのですか。 

 

佐々木委員 

 もう 1点、特定不妊治療助成事業について伺います。助成対象者のうち妊娠届出に至った人数と支給対象者の

声で把握しているものがありましたら、差し支えない範囲でお伺いいたします。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 予防接種推進事業についてでございますが、予防接種後に副反応を疑われるケースにつきましては、本市にお

ける令和元年度の件数は 0件で、過去 3年間につきましても 0件となっているところでございます。 

2 点目のフッ化物洗口推進事業につきましてでございますが、虫歯の本線に関するデータにつきましては、3

年に 1度、北海道が調査を実施している 12歳児の永久歯の一人当たりの虫歯本数を指標としておりますが、フッ

化物洗口を実施する前の平成 26年では 2.1本で、フッ化物洗口実施後の平成 29年度につきましては 1.2本とな

っております。事業効果の検証につきましては、小学校 1 年生から継続してフッ化物洗口を実施した児童が 12

歳に達した時点におけるデータにより評価ができるものと考えておりまして、令和 5年度における 12歳児の虫歯

本線のデータにより確認ができるものと考えております。 

3点目の特定不妊治療助成事業についてでございますが、令和元年度における治療費助成者数の実数が 16人で、

妊娠届のあったものは 6人となっております。また、助成対象者からの声についてでございますが、治療のこと

などにつきましては、不妊治療専門の病院で相談しているものと思われ、市に対し声をいただくことはない状況

でございますが、不妊治療による経済的負担は切実でありまして、この助成事業により経済的負担の軽減が図ら

れているものと考えております。 

 

中川委員長 

 佐々木委員。 
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佐々木委員 

 特定不妊治療助成制度については良くわかりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。 

予防接種推進事業についてとフッ化物洗口事業について伺います。まず、予防についてですが、衛生状態が向

上する一歩で、接種の回数や種類は昔に比べて多くなりました。ワクチンの副反応や添加物を心配する声もいた

だいており、保護者の判断で実施の時期を空けたり、場合によっては受けない判断をすることがあると思います。

予防接種のメリットだけではなく、デメリットもきちんと伝えることが必要と考えますが、見解を伺います。 

フッ化物洗口推進事業の再質問ですが、飛沫による新型コロナウイルス感染のリスクがある中、今後は集団で

フッ化物洗口を行うことに無理があるのではないかと私自身は感じているのですが、第 2回定例会で一般質問の

際の答弁では、当面は休止としているところであります。感染症防止対策を講じた上で再開してまいりたいと考

えておりますというものでした。どのような条件が揃えば再開できると考えておられるか伺います。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答え申し上げます。予防接種推進事業についてでありますが、予防接種につきましては、予防接種

の副反応、接種する年齢、回数、間隔などについて、新生児訪問時や乳幼児健診などで情報提供を行い相談に応

じているところでございますが、接種時におきましては、かかりつけの医師と相談の上、保護者が予防接種の必

要性や副反応を理解した上でご自身の判断により実施をすることになります。 

2 点目のフッ化物洗口推進事業についてでございます。フッ化物洗口の再開についてということで、学校など

の現場とも事前に協議の上、十分な感染防止対策による事業実施が可能となった段階で再開してまいりたいと考

えております。 

 

中川委員長 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 予防接種 3回目の質問です。乳児健診等でワクチン接種を強く勧められたとの声もいただいております。今、

接種するかどうかは、最終的には保護者の判断というご答弁をいただきましたが、接種の勧奨についての見解を

伺いたいと思います。 

フッ化物洗口について、学校と協議ということでしたが、保護者についてもアンケートを改めて取るかどうか、

改めて確認の意味で質問いたします。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答え申し上げます。予防接種につきましては、個人の感染予防、重篤化の防止という目的とともに

多くの人が接種を受けることにより、感染症の蔓延を防止するという社会的な意義を持っていることから、乳児

健診等の時に確認をさせていただいているところでございますが、最終的な接種の判断につきましては、保護者

が予防接種の必要性や副反応を理解した上でご自身の判断により実施するものであるものと考えております。 

2 点目のフッ化物洗口推進事業についてでございますが、フッ化物洗口の再開時における保護者への意向調査



R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

41 

 

ということでございますが、再開時におきましては、全児童に対し、改めて意向調査を実施してまいりたいと考

えております。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

 決算書 159ページ、主な施策の報告書 10ページの夜間急病センター移転事業について、お伺いします。夜間急

病センターについては、移転して新しくなったのですが、移転前と移転後の利用動向等がどうなっているのか、

施設の充実が図られたと思いますが、施設の充実内容も含めてお聞かせ願いたいと思います。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 夜間急病センター移転整備事業についてでございますが、令和元年 6月に旧福祉センターから、北広島エルフ

ィンビルに移転したところでありますが、移転にあたりましては、現行の診療機能を確実に実施するため診療室、

処置室、経過観察室、エックス線室、事務室、各医療機器を整備したほか、新たに、新型インフルエンザなどの

感染症予防に備えるため、隔離室を整備いたしました。移転により、これまでの施設の老朽化や狭隘などの課題

が解決され、市内における持続的な医療体制の確保につながったものと考えております。また、夜間急病センタ

ーにおける受診患者数につきましては、平和元年度におきましては 1,598件となっており、前年度以前と比較し

て大きな変化はないところでございます。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 施設はかなり充実されてきたいということで、利用者についてはさほど変わらないということですが、急病セ

ンターなので、それほど施設が新しくなったから来館者が増えるものでもないと思います。夜間急病センターの

利用について、市民に対する周知や利便性の向上で取り組んでいることがあれば教えていただきたいと思います。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 夜間急病センターの周知についてでございますが、これまでも、ホームページや広報において周知していると

ころでございますが、委員のおっしゃられたとおり、今後におきましても、急病の際にすぐご利用できるよう、

市民の方に周知を図ってまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 
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藤田委員。 

 

藤田委員 

 2点、お聞きいたします。予防接種推進事業 116ページ、40歳から 57歳までの男性の風疹対策を国を挙げてや

っていますが、接種実績について。国が目指す目標に対して、本市はどういう接種率で推移していているのかも

含めて、お答えいただきたいと思います。 

2 番目、がん検診推進事業 161 ページ、これは先ほど何人かから質問が出ました。私は、市内における土日の

がん検診の実績はどうだったのか、お答えください。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 予防接種推進事業についてでございますが、成人男性の風疹対策につきましては、国の対策に基づき、公的な

予防接種を受ける機会がなかった 40歳から 57歳までの男性を対象に、令和元年度から令和 3年度までの 3年間

に抗体検査及び予防接種を実施するものでございます。令和元年につきましては、40歳から47歳までの男性2,871

人に無料クーポンを送付し、抗体検査を受けた方が 428名、その結果、抗体がなかった方が 115名、予防接種を

受けた方が 82 名となっております。国における令和元年度末までの抗体検査受診率の目標値は約 75％となって

おりますが、本市における令和元年度末時点の抗体検査受診率につきましては、14.9％となっているところでご

ざいます。 

2 点目のがん検診推進事業についてでございますが、令和元年度の大曲会館及び保健センターで実施いたしま

した土曜日の乳がん・子宮がん集団検診につきましては、2日間で 100名の方が受診されており、前年度の 88名

から 12 名の増加となっているところでございます。また、令和元年度の日曜日の乳がん検診につきましては 8

回の開催で合計 32名の方が受診されており、前年度の 33名から 1名の減となっているところでございます。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 1点、再質問いたします。風疹の予防接種です。受診率が延びないということで、国は令和 3年度まで 40歳か

ら 57歳の男性には受けてほしいと勧めておりますが、実際問題、今年のコロナウイルスで、医療機関に行くこと

も皆さん控えている状況から行くと、令和 3年度まで時間的なことを考えるとかなり少ない中で、我が市として

どう目標達成していくのか。広報なり、動機づけはどうするのか。考えがあれば、お聞きします。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答え申し上げます。抗体検査の未受診者及び、予防接種の勧奨についてでございますが、令和元年

度の対象者における未受診者及び未接種者に対しましては、個別に再度、無料クーポン券を送付することにより、

受診勧奨を行ったところでございます。今後におきましても、目標達成に向けまして広報やホームページなども

活用しながら、受診率及び接種率向上を図ってまいりたいと考えております。 
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中川委員長 

 以上で、通告による質疑を終わります。 

ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、衛生費の保健衛生費の保健衛生総務費及び健康推進費の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

午後 1時 50分 休 憩 

午後 1時 51分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に、国民健康保険事業特別会計の質疑を行います。 

どなたか、ございませんか。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

 2点、お伺いいたします。1点目は、決算書 227ページ、報告書 12ページの保険税収納率向上対策事業でござ

います。国保税のコンビニ収納の関係でございますが、今年の報告書では、令和元年度 1,965人となっています。

昨年は、どうなっていたのかひも解いてみましたら、平成 30年度は、9,265件となっていました。人と件ですか

ら、延べ件数となってくると思いますが、実人数の比較では、どのぐらいだったのか。また、延べ件数の比較で

はどのぐらいになっているのか。それと、表示の仕方を一つに統一するか、両方を書くのかで紛らわしいので、

工夫していただければありがたいと思いますので、見解についてお伺いいたします。 

二つ目、医療費適正化対策事業です。決算 285ページ、報告書 13ページです。医療費通知の効果について、ど

のように考察を推計されているのかを伺いたい。それと、ジェネリック医薬品の普及率の推移について、どうで

あったか、お伺いいたします。 

 

中川委員長 

 林保険年金課長。 

 

林保険年金課長 

 まず、国保税のコンビニ収納の件についてでございますが、国保税コンビニ収納について、主要な政策の成果

に関する報告書にあります、保険税収納率向上対策事業に係る国保税コンビニ収納の成果に関し、利用実績とし

ては、コンビニ納付を利用した人数としたほうがより適切と考え、それまでの納付件数に代えコンビニで納付し

た人数としたところであります。令和元年度における納付件数につきましては 9,098件となっており、前年度か

ら 167件減少となってございます。人数のほうですが、今年度から人数表記としたところで、昨年度のところは

数字を押さえておりませんので、そこは申し訳ございません。次年度以降は、比較できますように記載してまい

ります。 

次に、医療費通知の関係でございますが、医療費通知につきましては、被保険者の医療費や健康に対する認識

を深めていただくことを目的に、医療を受けた全世帯に 2か月ごと年 6回、約 6,600世帯へ送付しております。

この通知による医療費の削減効果については、分析を行っていないところでありますが、医療費通知の元になる

レセプトデータを活用しまして、医療費の適正化を図るため、ジェネリック医薬品に関する通知や重複服薬など
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に係る服薬情報のお知らせの送付、また特定健診を勧奨する際の資料としているところです。今後も受診や服薬

の情報提供については、必要に応じて、保健指導とあわせて行ってまいります。 

3点目のジェネリック医薬品の普及率についてですが、年々、率は上昇しており、平成 27年度が 59.6％、平成

28 年度が 66.9％、平成 29 年度が 71.7％、平成 30 年度が 77.2％、令和元年度が 79.7％であり、平成 30 年度と

比較しますと令和元年では 2.5ポイントの上昇、さらに、この 5年間では 20.1ポイント上昇しております。市に

おいて毎年、先発医薬品から切替えた場合の自己負担の差額を通知するなど周知を図り、ジェネリック医薬品が

被保険者に浸透した結果であるものと捉えてございます。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 1 点、再質問いたします。医療費通知の関係でございますけれども、年 6 回それぞれ国保連で結構大きな金を

かけて医療費通知を出していると思います。ですから、市では削減効果について分析していないとおっしゃって

いましたが、同じ慢性的な疾病で 3件も 4件も医療機関にかかって、同じ薬をもらって、その薬が莫大になって

いる。お薬手帳でもあれば、例えば、これ出ているというお話にもなるのでしょうが、そうなっていないとする

ならば、やはり重複診療をできるだけ避ける。自分の念の為というセカンドチェックをする折にというのはある

のかもしれませんが、この費用は莫大なものになりますので、ぜひ、そういう件数がどう変わったのかは全員や

る必要はないと思いますが、例えば、多い方何人かを抽出して追跡してみるなどの対策が必要ではないかと思い

ますが、考え方があればお知らせいただきたいと思います。 

 

中川委員長 

 林課長。 

 

林保険年金課長 

 重複受診に関連しましては、今の答弁の中にも重複服薬のお知らせというお話をさせていただきましが、複数

受診に係る重複服薬ですとか、多く薬剤をもらう多剤の関係でお知らせを送付しておりますが、そういった取組

を令和元年度から始めたところであります。委員がおっしゃるような、受診自体も重複していることは、確かに

問題はあろうかと思います。その部分については、今後、どういう形で取り組んでいけばいいのか、保険年金課

単独では難しい部分もあろうかと思いますので、どのような形で対応していくか検討したいと考えてございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

永井委員。 

 

永井委員 

 決算書が 16 から 19 ページと 268 から 289 ページ、決算意見書が 45 ページから 48 ページと 74 ページから 75

ページです。まず、歳入歳出総額においての前年度費の減額について伺います。減免実績が平成 28（2016）年度

は 116件、平成 29（2017）年度は 126件、平成 30（2018）年度は 167件ということで、多分、これは胆振東部沖

地震が関係しているのかと思いますが、少し増えています。令和元（2019）年度は、125 件適用されているとい

うことで、減免実績が平成 30（2018）年度を除くと微増しているのかと考えます。平成 30（2018）年度比の減額

減少の理由について伺います。 
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次に、短期証と被保険者資格証明書の交付件数が減少していますが、その理由について伺います。 

次に、歳入歳出の保険給付費における前年比が増額していますが、こちらの利用と使い道について伺います。 

 

中川委員長 

 林課長。 

 

林保険年金課長 

 まず、減免実績減少の理由についてですが、所得激減や学生、旧被扶養者を理由とする減免につきましては、

対象となる世帯が平成 30年より少なかったことで、減少していると捉えてございます。委員がおっしゃるように、

平成 30年度は北海道胆振東部地震がございました。その関係で災害による減免が増えてございます。令和元年度

につきましては、大きな災害がなかったことから、減っているところでございます。 

次に、短期証・被保険者資格証明書の交付件数の減少の理由についてでございますが、減少の理由につきまし

ては、滞納の解消と納税相談の件数が増えていることから、短期証・資格証明書の交付件数が減少しているもの

と捉えてございます。短期証・資格証明書を発行することにより、納税相談の機会を増やすことが主たる目的で

あります。その効果がここ数年で徐々にあらわれてきているものと考えてございます。 

3 点目の収支差額の使途でございますが、まず、不用額です。前年から不用額が保険給付費で伸びている部分

につきましては、平成 30年度の実績と医療費の伸びなどを考慮して予算措置したところでしたが、保険給付費の

うち、療養諸費や高額療養費におきまして当初、見込んでいた支出額を下回ったことから、約 1億 2,430万円の

不用額が生じているところでございます。収支の差額の使途についてでございますが、国保特別会計におきまし

ては、3,108 万 1,000 円の黒字になっており、これは令和 2 年度へ繰り越しいたします。繰越の使途としまして

は、事業費の確定に伴う交付金の返還金や退職被保険者に係る事業費納付金の追加など 3 件ございまして、3 件

合計が 904万 9,000円となり、残る余剰金 2,203万 2,000円は、基金に積立てをいたします。 

 

中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 保険税の納入率の推移について、再質問いたします。過去 3年ぐらい、わかるところでよろしいので、お聞き

いたします。 

歳入歳出総額の前年比減額の理由について、お答えがなかったように思うのですが、こちらについての加入者

世帯数や被保険者数が減少していることに関わって、総額が前年比より減額しているかと思われます。今後、加

入者世帯数や被保険者数の減少傾向が続くと見込まれていると思いますが、今後、財源確保についてはどうして

いかれるのかを伺います。 

短期証・被保険者資格証明書、例えば交付件数が減少しています。これは、例えば、札幌は直近で保険料の収

納率が上がったことで滞納が減ったために、短期証の発行ゼロにしたという情報も得ています。私たち共産党で

は、この短期証や資格証明書の発行は、市民が受診を控えてしまう受診抑制につながる。それが、結局、保険税

の納入率の向上につながらないと考えていますので、短期証・資格証明書の取扱いについて今後どのように考え

ているのか、減少傾向を踏まえて、どのように考えているのか伺います。 

最後に基金が今年度 3,000万円ほどの黒字だったということで、基金の状況と今後の活用について伺います。 

 

中川委員長 

 林課長。 
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林保険年金課長 

 まず、国保税の収納率の状況でございますが、平成 29年から 3か年分についてお答えします。平成 29年度に

つきましては、現年度分と滞納繰越分を合わせた全体の収納率としましては 78.5％、平成 30年度が 83.1％、令

和元年度が 86.6％でございます。 

次に、被保険者が減少していることでの財源確保についてでございますが、国の交付金制度として、平成 30

年度から実施されている保険者努力支援制度というものがございます。これは、保険者において医療費適正化対

策事業や健康増進に係る保健事業を積極的に実施することにより、その取組状況の評価に基づき交付金が交付さ

れるものでございます。本市におきましても、既に交付を受けているところでありますが、より多く交付を受け

るために健康推進課と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えてございます。 

短期証と資格証明書の関係でございますが、委員がおっしゃる札幌市の状況につきましては、私どもも札幌市

から話を聞いており、確かに短期証の発行がゼロであったところは承知してございます。私どもとしましては、

収納率は確かに向上しているところですが、国保税の滞納解消に向け、実施要綱に基づき発行しているところで

あります。それにより納税機会の確保もできておりますことから、今後も対応を継続してまいりたいと考えてご

ざいます。 

最後に、基金の関係でございますが、今年度、諸収入の部分で主に延滞金でございますが、当初 2,000万円ほ

ど歳入を見込んでおりましたが、4,000 万円ほどと見込んだ以上に収入がございました。その部分を基金に積立

てする形になりますが、延滞金という、収入として確保できるという明確な根拠があるものではございませんの

で、恒常的な財源とは今のところ考えてございません。 

 

中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 短期証・被保険者証については、市長の見解も伺いたいと思いますので、それも含めて国保について留保いた

します。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

 特定健診・特定保健指導事業についてのみ質問したいと思います。永井委員からも質問があった中で保険者努

力支援制度と密接に絡んでいる特定健診の受診状況ですが、事業の実施率と実施率を向上させていくために令和

元年度に取り組んだ取組の評価についてお伺いしたいと思います。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 特定健診及び特定保健指導についてでありますが、特定健診の受診率につきましては、法定報告の公表時期が

11月であり、見込みの値となりますが、令和元年度が 40.3％であり、平成 30年度の 38.1％を上回っております。 

また、特定保健指導の実施率につきましては、令和元年度が 65.6％で、平成 30年度の 67.2％を下回っており



R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

47 

 

ますが、新型コロナウイルス感染症拡大により、地区会館での面談や家庭訪問を縮小したことにより、実施率が

低下したものと考えております。 

また、実施率向上の対策についてでございますが、広報紙や町内会回覧など、多様な媒体を活用した周知啓発

のほか、これまでの受診歴や質問票から対象者の心理的特徴を AIによって分類し、心理的特性に合わせた勧奨文

書による勧奨を行うなど、新たな対策を行ったところでございます。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 一つは、特定健診は少し受診率が上がってきているけれども、特定保健指導事業については少しで下がってき

ているということです。市として、目指すべきものは、どの辺りにおいていて、それに向けての対応をどうする

かになると思いますが、その辺りの目標値、取組については、市としてどう考えているのか。 

それから、コロナ禍で家庭訪問を進めていくのは、なかなか難しい状況にあるのは、わかります。ただ、受診

率をどう上げていくかということで、AIによる受診率向上はどのくらい効果があがっているのか、具体的にお示

しいただきたいと思います。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 特定健康診査及び特定保健指導事業に係る部分でございますが、国による目標値につきましては、どちらにつ

きましても 60％という数字を上げておりまして、特定健診につきましては、まだ 60％に達していない状況でござ

いますが、特定保健指導については、達している状況です。それに関わらず今後におきましても、さらなる上昇

に向けまして、いろいろな対策を打っていきたいと考えております。 

また、AIによる分析の部分でございますが、こちらにつきましては、勧奨文章を送った直後から、特定健診の

受診が増えてきている結果が出てきておりまして、一定の効果はあったものと考えております。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 特定健診ですけれども、一つは、職場検診のところがある程度きちんと申告をすれば、特定健診として認めら

れるということで、その辺りの向上ももっと進めていく必要あると思いますが、その辺りはどうでしょうか。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 再質問にお答えいたします。今おっしゃっていただいたとおり、職場健診の部分について特定健診とみなす制

度がございます。そちらにつきましても、いろいろな場面を活用させいただきまして、周知を図っていきながら、

さらなる特定健診受診率の向上につなげていきたいと考えております。 
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中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

人見委員。 

 

人見委員 

 1 点、国民健康保険事業特別会計について質問します。証憑書類の閲覧ということで、先日、債権差押決定書

を 4件、閲覧させていただきました。そのうちの 1件が国民健康保険税滞納によるもので、ほかの 3件は市税と

か固定資産税に関するものでした。それで、差押え年月日と執行年月日とも令和元年 4月でしたが、滞納明細の

対象が国民健康保険税のみ平成 29（2017）年、ほかの 3件の対象が平成 30（2018）年でした。滞納から差押えに

至る期間が国民健康保険税のみ違うことについて、理由をお尋ねします。 

 

中川委員長 

 近藤税務課長。 

 

近藤税務課長 

 今回、閲覧いただきました 4件につきましては、うち 1件が平成 29年度 1年度分の国保税を滞納していた方の

差押えで、そのほか 3件につきましては、個人市民税また固定資産税の平成 30年度 1年度分のみ滞納されていた

方の案件となってございます。差押えに係る滞納の状況につきましては、滞納者の方により、単年度分のみの方

もいれば複数年の滞納を抱えている方もいるなど、さまざまな状況となってございます。それら滞納者の差押え

に至るまでには、各滞納者の生活実態の把握ですとか担税力の確認を始め、納税相談などを行い、完納に向けた

納税指導に取り組んでいるところでございますが、この中で担税力があるにも関わらず、自主納付へつなげるこ

とができない場合などには、個々の案件ごとに差押えについて判断をさせていただいているところでございます。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 今の答弁で内容はわかりました。ただ、今回、閲覧させていただいた書類を見ても、差押えに至った経緯につ

いての記載がなかったものですから、まず、そういう書類があるのかどうかお尋ねします。 

 

中川委員長 

 近藤課長。 

 

近藤税務課長 

 お答え申し上げます。今回、閲覧いただきました 4件の資料につきましては、先ほどお話ありましたとおり証

憑書類の閲覧要求に当たりまして、請求がありました項目に係る資料として閲覧をいただいたものでございます。

差押えの決定に当たりましては、滞納者の状況ですとか、これまでの経過内容を含めて案件ごとに判断している

ところでございますので、それらの経過につきましても閲覧要求をしていただいた場合につきましては、個人の

情報などを除く公開できる範囲内になることと思いますが、閲覧については可能と考えております。 

 

中川委員長 

 人見委員。 
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人見委員 

 わかりました。また、これからこういった形で閲覧の申請を出したときには、個人情報の部分はいいのですが、

ぜひ、経緯を知りたいので明記するようお願いします。これは要望です。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

 最初に 285ページの国保の特定健診と特定健康指導は、先ほど山本委員からほぼ同じ質問だったので、これは

省略します。 

次に、同じ 285ページの医療費適正化対策事業だけお聞きします。ジェネリック医薬品については、先ほど小

田島委員から普及率など質問がありましたので、そこはいりませんので、ジェネリックの普及によって、医療費

の削減効果は数字的にどうなったのかを示していただけるなら、お答えください。併せて、人工透析に移行する

人を防ぐ重症化予防対策、当市は力を入れて行ってきましたが、その実績はどうだったのか、お聞きします。 

 

中川委員長 

 林課長。 

 

林保険年金課長 

 ジェネリック医薬品の普及に係る削減効果でございますが、令和元年度につきましては、100 円以上の効果額

がある方、1,555 人に通知し、そのうち医療費に変化が見られた 843 人について、医療費の削減効果額を試算し

ました。その結果、約 310万 9,000円となるものでございます。普及率につきましては、先ほど答弁させていた

だいた通りでございます。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 医療費適正化対策事業の重症化予防対策についてお答え申し上げます。特定健診で血糖値が高かった方及び過

去 5年間の特定健診で血糖値が高かったことがある方のうち、糖尿病の治療者や治療を中断している方に対して

受診勧奨及び保健指導を実施しており、令和元年度につきましては、81人の方に対して受診勧奨及び保健指導を

実施したところでありまして、そのうち 67％の 54 名の方が医療機関による治療を開始しているところでござい

ます。また、糖尿病性腎症を発症して通院している方 5 人に対し、かかりつけ医と連携を図り、6 か月間の継続

した保健指導を実施しております。 

また、事業による効果につきましては、被保険者数の透析者の割合を平成 27年度から令和 2年度まで 5か年の

推移で見ますと、国保加入者におきましては、0.16％前後と横ばいになっておりますが、後期高齢者におきまし

ては 1.33％から 1.06％と徐々に低下をしております。国保の年代から早期に重症化に取り組むことによりまして、

その成果が後期高齢者の透析者減少にあらわれているものと分析しております。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 



R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

50 

 

藤田委員 

 1点、再質問します。人工透析で対象が 81人ということでしたが、指導するのは保健師だと思います。81人に

対して、現状の保健師の人数で十分対応可能なのかどうか、その辺りはどうでしょう。 

 

中川委員長 

 高嶋課長。 

 

高嶋健康推進課長 

 今、ご質問をいただいたとおり、81名の方に対してという部分でございますが、現在のところ、現人員で足り

ているものと考えております。 

 

中川委員長 

以上で、通告による質疑を終わります。 

ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、国民健康保険事業特別会計の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

午後 2時 21分 休 憩 

午後 2時 21分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に、後期高齢者医療特別会計の質疑を行います。 

質疑の通告は、ございません。質疑は、ございますか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、後期高齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

午後 2時 21分 休 憩 

午後 2時 22分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に、介護保険特別会計の質疑を行います。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

 2点質問いたします。決算書 317ページ、高齢者虐待防止ネットワーク事業でございます。平成 30年が新規 7

件、延べ 100件、令和元年度が新規 15件、延べ 136件ですから、36％ほど増になっております。虐待の事例とし

ては、どのような事例があるのか、また、虐待事例に対する認定や対応がどのように行われてきたのかお伺いい

たします。 
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2点目、319ページ、報告書 25ページでございます。認知症支え合い事業でございます。徘回で、いなくなっ

た方を GPSで捜索する端末の貸付の関係だと思いますが、実績がゼロだと。何か課題とか問題があったのかどう

かと、ここ数年の傾向値についてお伺いいたします。 

 

中川委員長 

 柄澤高齢者・障がい者相談担当参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 高齢者虐待と認定した事例ですが、叩く、つねるなどの暴力を受けた身体的虐待が最も多く、次いで、暴言を

吐かれるなどの心理的虐待が多くなっています。虐待者としては、同居の家族がほとんどであります。虐待事例

の対応につきましては、関係機関と連携を図りまして、ケース会議等で緊急性を判断しながら対応しております。

虐待の起こる背景には、高齢者を介護しているご家族の介護負担が大きいということが非常に多くありますので、

短期入所やデイサービスなど介護保険サービスの調整を行うなどして、ご家族の方の負担が軽減されるよう支援

を行っているところでございます。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 認知症支え合い事業についてでありますが、「いどころ発信システム」の実績がない理由につきましては、助成

を行っている初期費用のほかに、月額利用料が 1,000 円前後かかることや、GPS 端末を常時身に着けることがで

きないことが要因と思われます。なお、本事業につきましては、平成 29年度から令和元年度まで実績がない状態

でありましたが、本年度 2件の実績があったところであります。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 高齢者の虐待は、若い人たちへの虐待も社会問題になっておりますが、認知とかを含めて、なかなか自分で判

断できないような状況もありますので、ぜひ、ケースワークカンファレンスの中で十分対応していただくように

引き続きお願いしたいと思います。 

認知症支え合い事業の関係、今年度は 2件ということで実績が出てきておりますが、普及を PRする機会が、例

えば、年に 1回ぐらい、認知症の想定をして、外出時に行方不明になった方を捜索する模擬の訓練なども行って

いますが、そういうときに GPS端末の優位性などを PRしながら、費用がかかるものですから、大変な面もあるか

もしれませんが、もう少し広めていただくと、もう少し件数が上がるかもしれませんので、そういうご努力もお

願いしたいと思っております。そのようなことで進めていただければと思います。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 2点、お伺いします。決算書 319ページ、主要な施策の成果に関する報告書 25ページです。認知症支え合い事
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業について、報告書によりますと損害賠償責任保険加入者が 96人ですが、周知はどのようにされたのでしょうか。

また、認知症の方が事故を起こしたケースはあるのか、お伺います。 

それと、同じく 319ページ、主要な施策の成果に関する報告書 26ページです。権利擁護推進事業について令和

元年度、市民後見人養成講座を実施していないのは、どういった理由でしょうか。また、市民後見人は何人いる

のか。また、相談件数は、昨年 763件に対して、令和元年が延べ 842件と 100件近く増えています。今後、認知

症の方がますます増加していく中でこの相談体制は大丈夫なのかどうか伺います。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 認知症支え合い事業についてでありますが、個人賠償責任保険につきましては、加入要件として SOSネットワ

ーク事業に事前登録された方としております。このことから周知につきましては、各高齢者支援センター、ケア

マネジャーなどを通じて、全ての対象者の方に行っているところであります。次に、認知症の方が起こした事故

についてでありますが、これまでのところ、当該事業の個人賠償責任保険を適用された方はいない状況でありま

す。 

 

中川委員長 

 柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 市民後見人養成講座ですが、隔年で実施することとしており、平成 30年度に実施したことから令和元年度は実

施しておりません。市民後見人の人数ですが、現在のところは、個人で受任することへの負担感が大きいとの声

が多いことなどから、市民後見人としての活動は行っておらず、社会福祉協議会が独自の事業として行う法人後

見業務の一翼を担う後見支援員として活動を行っています。成年後見センターの相談体制につきましては、法人

後見など、社会福祉協議会の独自事業もありますことから、相談件数のみでは判断が難しい部分もございますの

で、引き続き受託先と十分意見交換を行いながら検討してまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 最初の認知症支え合い事業に関して再質問ですが、加入者に関しては、SOS ネットワークに登録されている方

ということですが、このネットワークに登録されている方の人数をお伺いします。 

もう一つ、市民後見人のほうですが、社会福祉協議会が独自で行っている後見の支援員ということで、今活動

されているということですが、その人数が今お話されましたか。人数をお伺いしたいのと、法人後見人の支援員

ということは、ボランティアなのかどうかお伺います。それと、成年後見センターの体制、ニーズについて再度

お伺いします。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 
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工藤高齢者支援課長 

 SOSネットワーク事業に事前登録された方の人数ですが、令和元年度末時点で 98名となっております。 

 

中川委員長 

柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 後見支援員の人数についてですが、9月末現在で 37名の登録がございます。後見支援員の活動内容としまして

は、社会福祉協議会が法人後見を受任している方の施設や医療機関等へ二人一組で定期的に伺って面会を行い、

ご本人の生活状況や体調の確認、預かり金の受け渡し、出納長の確認などを行っています。後見支援員の活動報

酬は、1 回 1,000 円と交通費の実費をお支払いしています。相談体制につきましては、専門職 2 名での相談体制

となっております。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 まず、SOSネットワークに登録されている方は 98名ということですが、今後、認知症の方とか増えていくと思

います。まずは、この SOSネットワークに登録する方を増やすことも重要ではないかと思いますが、その点につ

いてお伺いします。 

もう一つの成年後見センターの相談体制についてですけれども、今 2名で行っているということですが、ます

ますこれから認知症の方などが増えていくと思います。2名体制で今後も大丈夫なのかどうか再度お伺いします。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 認知症 SOSネットワーク事業に登録される方につきましては、各高齢者支援センターやケアマネジャーが関わ

っている方になると思いますので、連携を取りながらこの事業を推進していきたいと思います。 

 

中川委員長 

 柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 成年後見センターの相談体制についてですが、先ほどの答弁の繰返しになりますが、引き続き社会福祉協議会

と意見交換を行いながら検討してまいります。 

 

中川委員長 

ほかに、ございませんか。 

山本委員。 
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山本委員 

 一つは、決算意見書 53ページと主要施策の成果に係る報告書 25ページ、成果報告書の 25ページに介護保険の

特に地域包括支援センターの事業実績が載っています。これが昨年度に比べて、軒並み数値が落ちてきている状

況があります。この取組、減少した要因をどのように分析しているのか、これに対する対応をどう考えているの

かをお聞きします。 

それから、決算意見書 53ページにありますが、介護給付費の準備基金が今年度 9,242万円を積立てて、今年 5

月の時点で 4億 5,267万円が積みあがっています。この基金の今後の用途といいますか、取崩しを含めた積立て

や取崩しについての見通しをどう考えているのかをお聞きしたいと思います。 

次に決算書 319ページ、介護保険特別事業の認知症支え合い事業については、先ほど小田島委員からもありま

したので省略したいと思います。介護予防住宅改修事業も実績がゼロで続いてきている状況があります。これに

ついての評価を含めて、どう考えていくのかをお伺いしたいと思います。 

 

中川委員長 

 柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 高齢者支援センターの各事業の実績が減少している原因につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、事業を縮小あるいは中止したことによるものと考えております。コロナ禍において、前年実績から減少し

た取組への対策についてですが、事業の再開にあたっては、咳エチケットや手指消毒の徹底を始め、いわゆる三

密を避け、少人数で短時間の開催とするなど、感染防止対策を徹底しながら工夫して行ってまいります。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 初めに、介護給付費準備基金の今後の見通しについてでありますが、現在、基金残高は約 4億 5,200万円であ

り、これに令和元年度決算に伴う繰越金、約 5,900万円を積立てますと、基金残高は約 5億 1,200万円となる予

定です。令和 2年度当初予算におきましては、基金の積立て及び取崩しは予定していなかったところであります

が、今年度の保険給付費の予算執行率は 6か月分を経過した時点で 52.9％となっており、今後、補正予算を計上

し基金を取崩すものと見込んでおります。 

また、来年度からの第 8期における介護保険料算定におきましては、現在、保険給付費や地域支援事業費の算

出を行っているところでありますが、介護報酬の改定、民間による介護事業者やサービス付き高齢者向け住宅の

新設がどの程度となるかなど、不安定要素も多くあります。さらに第 9期以降についても高齢者の増加は明らか

であり、特に、要介護や認知症リスクの高い後期高齢者が増加するため、介護給付費等が大幅に増加するものと

見込まれます。以上のようなことから、安定的な介護保険財政を運営するために、第 8期における基金の取崩し

の額及び中長期的な展望による適正な基金残高水準の検討、一定程度の予備的支出としての確保等を踏まえ第 8

期計画を策定しなければならないものと考えております。 

続きまして、介護予防住宅改修事業についてでございます。当該事業につきましては、要介護認定申請の結果、

非該当となった方で、生活機能の低下があり、転倒の危険が高いと認められる方に対して、手すりや段差解消な

どの住宅改修を行う際の費用の一部を助成するものであります。現状としましては、要介護や要支援の認定を受

けて介護保険による住宅改修を行っている方がほとんどであり、本事業は、平成 25年度から令和元年度まで実績

が無い状況でありましたが、今年度 1件の実績があったところであります。現在、来年度からの第 8期計画を策
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定しているところでありますが、本事業につきましては、廃止も含め検討を行っているところでございます。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 まず、新型コロナ禍での取組ということで、三密を控えて、感染防止を踏まえながら行うことはいいのですが、

相談者も含め支援の質というか支援者に対する対応が、それによって低下することがあってはならないと思いま

す。例えば、少人数で回数を増やして行うということでしょうか。そうなると、体制的にも支援員、スタッフを

含め、今の体制でやっていけるのかどうかという辺りをどう見ているのかお伺いしたいと思います。 

それから、介護給付金の準備基金についてですが、いずれにしても 8期の計画策定の中でもう一回きちんと検

証していく必要があると思います。基金の積立ても含めて安定的な運営と、介護の負担をいかに増やさないかの

観点から、全体としての基金の取崩しも含めて考えていく必要があると思いますが、その辺りの考え方について

教えていただきたいと考えております。 

 

中川委員長 

 柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 各事業の支援の質ですが、各高齢者支援センターで事業の 1回の参加人数を調整して、事業の回数を増やすな

どの工夫をしていただいているところです。今のところは、各支援センターで対応していただいているところで

すが、長期的になった場合にどうなるのか、今後の状況を見ながら随時協議してまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。現在、第 8期計画の事業計画策定をしているところでございまして、保険給付費について

も今算定をしているところでございます。安定的な介護保険の財政運営及び中長期的な展望も踏まえまして慎重

に策定作業を進めてまいりたいと思います。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 包括センターのところですが、一部緊急事態も緩和されて、新しい体制で今行っていると思いますが、利用者

の状況とか支援の状況は、大体、コロナ禍の前の状況と比べて、同じ水準ぐらいに戻ってきていると今、捉えら

れているのか、現状を教えていただければと思います。 

 

中川委員長 

 柄澤参事。 
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柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

 現状としましては、まだコロナ禍の前の状態に完全に戻ったといえる状況ではなく、先ほど申しましたとおり、

感染防止対策を徹底しながら各事業を工夫して行っている状況にございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

永井委員。 

 

永井委員 

 介護保険について、保険給付費について、前年比より大幅に減額しているのですが、その理由について伺いま

す。併せて、歳入歳出の決算ベースでは前年度比より増額になっていますが、介護給付費、保険給付費について

は減額になっている。歳入歳出の決算ベースでの前年度比が同額になっている理由についても伺います。地域支

援事業費の予算現額から減額しているのですが、市の資料では要支援、要介護者が増加傾向であるということで、

増加しているけれども事業費自体は減額している。この事業の執行状況などはどのようであるか伺います。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。保険給付費の不用額についてご説明させていただきます。平成 30年度につきましては、第

7 期介護保険事業計画の初年度ということで事業計画値を予算額として算定し、結果として計画値を下回ること

となり、予算執行率 94.78％、不用額としては約 2 億 1,000 万円となったところでございます。令和元年度につ

きましては、平成 30年度の実績がある程度わかりますので、そこを加味して予算計上したところでございますが、

予測以上に給付費が伸びて、年度末に専決処分により補正予算を行ったところであり、結果としまして、不用額

は前年度と比較し、大きく減少したところでございます。なお、保険給付費につきましては、年々伸びていると

いう状況でございます。 

続きまして、地域支援事業費についてでございます。地域支援事業費につきましては、予算と比較しまして令

和元年度は介護予防・日常生活支援総合事業において、大きく予算現額を下回ることとなったところでございま

す。こちらにつきましても、平成 30年度の実績を基に要支援者の認定者及び事業対象者の伸びを想定しまして予

算計上したところでございますが、要介護、要支援認定者全体としましては、令和元年度末で前年度と比較し 157

人の増となったところでございますが、要支援者は 8人の増、また、事業対象者は 38人の減となったところで、

その結果総合事業は大きく予算現額を下回ったものとなったところでございます。 

 

中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 市の事業報告書では、サービス利用率が全国や北海道よりも当市は低いと出ているのも関係しているのかと思

いますが、サービス利用率が低い理由は、どのような見解を持たれていますか。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 
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工藤高齢者支援課長 

 サービス利用率についてでございますが、確かに北海道平均及び全国平均よりは低くなっていますが、管内の

他市と比較しますと、そう低いレベルではないと認識しているところでございます。 

 

中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 管内では、それほど低くはないですが、全国、全道よりも低い傾向だということで、市民の皆さん、利用した

い方が利用できるように市で対策をとっていただきたいと思いますが、それについてはどうですか。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 利用したい人が利用できるサービスということでございますが、利用者には各ケアマネジャーが付いておりま

すので、ケアマネジャーを通じて適正な利用に努めるとともに、今年度につきましてはケアプランの適正化事業

も予定しておりますので、ケアマネジャーと連携して進めてまいりたいと思います。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

 1 点、お聞きします。地域介護予防活動支援事業 315 ページ、介護支援ボランティアの活動実績を伺います。

ポイントの取得状況と施設から要望されるものに対しての必要人数が育成できているのかどうか、詳しくご説明

願います。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 地域介護予防活動支援事業についてでございますが、介護支援ボランティア活動の実績につきまして、活動の

区切りとなる 9月末の実績でご報告いたします。令和元年 9月末でボランティア登録者数は 315人、そのうち活

動された方は 185人となっております。ボランティアの登録につきましては、各高齢者支援センターで随時受付、

研修を行っているほか、年に 1度、市内 5地区で登録研修会を行い、ボランティアの登録を進めているところで

す。令和元年 10月以降、登録者数が 33人増加し、令和元年度末時点での登録者数は 348人となっております。 

次に、活動を実施された方へのポイントにつきましては総付与数 8,903ポイント、そのうちポイントを交換さ

れた方は 152人で、交換に使用されたポイントは 6,022ポイントとなっております。 

次に、ボランティアの受入施設につきましては、市内 32施設で、地区別では、東部地区で 7施設、北広島団地

地区で 12施設、大曲地区で 5施設、西の里地区で 4施設、西部地区で 4施設となっております。需要と供給のバ

ランスにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響がなかった段階におきましては、施設においてボラン
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ティアの受入状況については、おおむね適正だったものと認識しております。現在、ほとんどの施設でボランテ

ィアの受入れを休止している状況でございますが、新型コロナウイルス感染症による影響を注視し、それぞれの

介護施設等と相談しながら事業を進めてまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問します。まず一つは、ポイントを替えた人は、主にどのようなものに替えた人が多かったのかを示して

ください。それから、介護支援ボランティアの養成ですけれども、今 348人まで登録になっています。今後もま

だ育成をする必要があると考えているのか、将来的に何人ぐらいまでが必要という目標があるのかどうかお聞き

して終わります。 

 

中川委員長 

 工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

 お答えいたします。まず、ポイント交換の内訳でございますが、現金に交換された方が 68人、地場産品等の商

品に交換された方が 84人となっております。交換の多い地場産品の内訳につきましては、はちみつやロールケー

キ、ベーコン・ハムの詰合せなどとなっております。 

次に、ボランティアの登録につきましては、現在、348名となっておりますが、65歳以上の方ですので、ボラ

ンティアをやめられる方もおりますので、育成については今後も進めてまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

以上で、通告による質疑を終わります。 

ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、介護保険特別会計の質疑を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

午後 2時 51分 休 憩 

午後 3時 04分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

次に、一般会計の民生費の社会福祉費のうち、福祉センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育振興

費のうち、幼稚園就園奨励費事業、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。 

木村委員。 

 

木村委員 

 1点、質問させていただきます。決算書 149ページ、報告書は 17ページです。協働事業出張型ひろば事業につ
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いては、新年度の事業でしたけれども、施設利用が難しい地域において、親子や小学生が集い遊べる場所の提供

や不安、悩みを相談できるひろば協働事業により、実施するという事業であります。報告書によりますと、2 箇

所 22回、うち、小学生ひろばが 4回開催しておりますが、場所はどこなのかと利用人数も併せてお伺いします。 

もう一つ、決算書 149ページ、主要な施策の成果に関する報告書 17ページであります。教育・保育施設給付事

業についてですが、内容は、特定教育保育施設に対して、国基準公定価格に基づいて運営費の一部を給付すると

いうものです。令和元年度は、拡大になっていますが、報告書を見ますと対象教育保育施設が 31施設となってい

て、前年度が 47に対して減少しているのはどういうことなのかお伺いします。 

 

中川委員長 

 尾崎子育て支援部次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 まず、協働事業出張型ひろば事業につきましてですけれども、令和元年度の利用は月 1回開催の通常開催と小

学生を対象とした臨時開催を合わせて、大曲南ケ丘会館が 76 人、西の里会館が 68 人、2 箇所を合わせて 144 人

の利用があったところでございます。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和 2 年 2 月、3 月の開

催は見送ったところでございます。 

次に、教育・保育施設給付事業でございますけれども、対象施設数についてでありますが、昨年度の主要な施

策の成果に関する報告書にある施設数に、別事業である広域入所児童委託事業の施設数が誤って計上されており

ました。正しくは、47 施設ではなく市内 14 施設、市外 18 施設の計 32 施設となります。訂正して、お詫び申し

上げます。大変申し訳ありませんでした。令和元年度は、市内 15施設、市外 16施設となっており、市内が 1施

設増えているところでございます。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 協働出張型ひろば事業についてですが、2 箇所で 144 人ということで、利用人数が少ないように思いますが、

どのような課題があるのか、また周知方法についてお伺いします。 

もう 1点、教育・保育施設給付事業についてで、前年度、平成 30年度の数値に間違いがあったということです

けれども、令和元年度は拡大となっておりますが、どこの施設が拡大となったのか伺います。それと、運営費の

一部を給付するということですけれども、給付額はいくらぐらいなのか伺います。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 まず、出張型ひろば事業の課題についてですが、月に 1回の開催ということもあり、当初は認知度が低かった

ところですけれども、広報紙や町内会の班回覧、市ホームページ等で周知を図って、現在は、一定程度認知され

てきているものと考えているところでございます。昨年度途中からは、コロナの影響で開催を見送ったところで

ございますが、今後はコロナ対策をしっかり講じた上で利用者の増に向けて引き続き周知を図ってまいりたいと

考えているところでございます。 

次に、教育・保育施設給付事業についてですが、令和元年度に拡大となっている施設につきましては、大地太
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陽幼稚園の 1施設となっております。拡大となった施設の運営費は、おおよそ 2,700万円となってございます。 

 

中川委員長 

 木村委員。 

 

木村委員 

 再々質問です。ひろば事業に関しては、現在 2箇所ということで、もともと、児童センターなどの無いところ

が対象になっているということですが、今後、この 2箇所以外に拡大する計画はあるのかお伺いします。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 ひろば事業につきましては、子どもの居場所づくり確保のために、児童センター未整備地区の対応を検討して

いるところであり、10 月から 12 月までは試行として東部地区でひろば事業を開催することとしております。引

き続き、ひろば事業も含め子どもの居場所づくりの確保につきましては、研究してまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

青木委員。 

 

青木委員 

 2点、質問させていただきます。1点目は、子育て短期支援事業についてです。決算書は 143ページ、報告書は

15 ページであります。報告欄によりますと、ショートステイ利用件数が 9 件で延べ 30 日間と書いてございます

が、まず、利用の具体的な理由についてお伺いいたします。 

2点目です。保育園一時預かり事業についてです。決算書 151ページ、報告書は 17ページです。主な契約の相

手にショッピングつむらほかと書いてございますが、具体的な契約の内容についてお示しいただきたいと思いま

す。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 まず、子育て短期支援事業についてですが、ショートステイの利用理由についてでありますけれども、9 件、

延べ 30日間の内訳は保護者の仕事によるものが 4件、9日間、育児疲れ等によるものが 3件、12 日間、その両方

によるものが 9日間となっております。 

次に、子育てのための施設等利用給付事業についてでありますけれども、契約内容につきましては、一時預か

り事業を利用している児童への昼食とおやつに係る食材に係るものなどとなってございます。 

 

中川委員長 

 青木委員。 
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青木委員 

 預かり保育につきましてはわかりました。一時預かりとショッピングつむらが頭の中でつながらなかったもの

ですから、お尋ねいたしました。 

子育て短期支援事業について、再質問させていただきます。過去データで、利用の内容や件数の変化はありま

すでしょうか。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 子育て短期支援事業の利用の変化についてでございますけれども、平成 29年度が利用件数 9日間、延べ 62日

間、平成 30年度が 2件で 30日間となっており、経年変化で増えてきているとか、減ってきているとかはデータ

からは見られませんが、多子世帯の利用ですとか、何度も利用する方の利用が増えることなどで増減するものと

考えております。 

 

中川委員長 

 青木委員。 

 

青木委員 

 もう 1回、聞かせていただきたいのですが、様々な利用理由があると思いますが、中には子育て疲れもそうで

しょうし、事業内容を見ますと、DV緊急的保護という場合も入るということですので、そういったケースになる

と様々な角度から行政のサポートが必要になってくると思いますが、その辺りの連携は、実際にそういうことが

発生した場合にどのようになっているのか、教えていただければと思います。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 虐待の案件につきましては、当然、市だけの対応に留まらず、児童相談所であるとか警察など多方面との連携

により、対応しているところでございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

 1点、お伺いいたします。決算書 145ページ、報告書 16ページの家庭児童相談室運営事業でございます。平成

30年と令和元年を比べてみると、1,000件ほど相談件数が増えてございます。一昨日も、昨年の札幌の 2歳児の

虐待事故の関係での判決も報道されておりましたけれども、この 1,000件のうち、虐待関連はどのくらいあって、

1,000件というから全体でどのくらいあって、それらの対応はどのようにされてきたのかを伺います。 
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中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 家庭児童相談室への相談についてでございますが、委員ご指摘のとおり、平成 30年度は延べ 3,518件、令和元

年度は延べ 4,626件となっており、増加した分のおよそ 9割が家庭環境等に関する虐待以外の擁護相談となって

おります。児童虐待の対応につきましては、児童相談所をはじめ関係機関と連携しながら被害を受けた児童の安

全を確認した上、対象世帯の今後についての相談支援を行っているところでございます。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 900 件が虐待以外ですから、残り 100 件が虐待に類するような相談であったのかもしれません。そのうち、虐

待と認定された事案は何件くらいあったのでしょうか。 

 

中川委員長 

暫時休憩いたします。 

 

午後 3時 16分 休 憩 

午後 3時 16分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 令和元年度におきまして、虐待と認定されたものは 32件でございます。 

 

中川委員長 

 小田島委員。 

 

小田島委員 

 32件ということで、前に一般質問等でもお聞きしておりましたが、関係機関と適切な対応によってその虐待が

防止につながる家庭でのサポートも含めて、しっかり行われてきていると思いますので、引き続きのご努力をお

願いしたいと思います。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

人見委員。 
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人見委員 

 1点、質問いたします。病児緊急預かり事業です。決算書 144から 145ページ、報告書 16ページです。この事

業におきまして、令和元年度は、120 件の利用実績があったということで、これは非常に大事な事業だと思って

おります。そこで、今の状態よりは小児科と連携し一体になった病児保育ということが非常に重要だと思います

が、それについての考えと何か動いていることがあれば教えてください。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 病児保育について、お答えいたします。病児保育の開設につきましては、子どもの病気が突発的で予測できな

い中で安定しない預かり児の人数を考慮し、看護師や保育士を配置しなければならない経営の難しさにより、開

設は簡単なことではないと承知をしているところですけれども、第 2期子ども子育て支援プランにおいてのアン

ケートでも、潜在的ニーズがあると把握してございますので、今後、開設に向けて調査検討していきたいと考え

ております。 

 

中川委員長 

 人見委員。 

 

人見委員 

 この小児科と一体したということでは、他市でも本州などから小児科を誘致して一体化して運営している事業

もあります。やはり、病児でも安心して預けて仕事に行ける環境を作ることが重要だと思いますので、簡単では

ないと思いますが、そこに向けて鋭意、ご努力をお願いいたします。 

さらに質問ですけれども、今年度はコロナの影響で休止しているということですが、家族からの要望や今後の

見通しがあれば、お願いいたします。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 病児緊急預かり事業につきましては、委員のご指摘のとおり、新型コロナ感染拡大防止のため、本年 2月から

病児の預かりを休止しておりました。この間、緊急預かりの利用もございませんでした。9 月から、本人や家族

に発熱の症状がないこと、医師の診断を受け、感染の心配が無いことなどを条件に病児の預かりを再開したとこ

ろですけれども、9 月末時点の段階で利用実績は無いところでございます。今後も大きく伸びるということはコ

ロナの感染が収まるまではないのではないかと想定しております。利用者からの意見としましては、病児預かり

の再開を希望する旨のご意見を、1件いただいたところでございます。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

佐々木委員。 

 

 



R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

64 

 

佐々木委員 

 2 点、伺います。まず、ひとり親家庭支援事業について伺います。決算書 145 ページ、報告書 16 ページです。

この事業で行っている高等職業訓練促進給付金についてお伺いいたします。看護師や保育士などの資格取得のた

め、養成機関において 1年以上就業し、資格取得が見込まれる方に月々給付金が支給されます。対象者の条件と

して、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準であるかということが示されています。学費の納入に

際しては、まとまった額のお金が必要ですけれども、支給対象者の所得を考えると預貯金で賄えない人もいるの

ではないかと考えております。社会福祉協議会などで行っている資金貸付けなど、使える制度について対象者へ

の周知がされているのか伺います。 

また、子どもの権利擁護事業について伺います。決算書 147ページ、報告書中 6ページです。子どもの権利救

済委員会が平成 30（2018）年度の 5回に比べ、令和元（2019）年度は、10回と増えましたが、これは救済申立て

が 1件あったことと関連しているのか伺います。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 まず、ひとり親家庭支援事業の高等職業訓練促進給付金につきましては、申請に係る相談時に北海道や北海道

母子寡婦福祉連合会で行っている資金貸付制度など、相談者が必要とする制度の紹介を行っているところでござ

います。 

次に、子どもの権利擁護事業の子どもの権利救済委員会につきましては、救済の申し立てのほか、寄せられた

相談等の報告のために開催しているものでございまして、平成 30（2018）年 10 月に欠員があった相談員が補充

され、児童センター等への巡回相談の実施など、相談体制を強化されたことにより同年 11月からは毎月開催して

おりまして、平成 30 年度は 11 月から 3 月までの計 5 回開催し、翌令和元年度につきましては、4 月から 1 月ま

での計 10回開催しているところでございます。なお、新型コロナウイルスの影響により、2月、3月は開催を見

送ったところでございます。 

 

中川委員長 

 佐々木委員。 

 

佐々木委員 

 ひとり親家庭支援事業については、良くわかりました。 

子どもの権利擁護事業ですけれども、巡回相談による掘り起こしによって、悩みを持つ子どもたちが相談につ

ながることができたのは、とても良いことだと思います。現在、巡回相談は、児童館が無い地区におきましては、

学童での実施のみになっていると思いますが、そのような地区でも学童に通っていない子どもたちの悩みも掘り

起こすことができたらと考えます。取組を拡充していくべきと考えますが、見解を伺います。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 巡回子どもの権利相談の実施場所の拡充につきましては、引き続き検討してまいりたいと考えております。ま

た、11月の子どもの権利強化月間において、子どもの権利に関するパンフレットや子どもの権利相談カードを市
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内の児童生徒等に配付し、相談窓口の周知を進めることで困り事や不安、悩みを持つ子どもたちが少しでも相談

につながるよう努めてまいりたいと考えております。 

 

中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

永井委員。 

 

永井委員 

 ひとり親家庭支援事業の中の高校卒業程度認定試験合格支援給付金事業について伺います。こちらの事業は、

平成 28（2016）年度から開始されていると思いますが、この間、ずっと毎年実績ゼロという状態です。この理由

について、伺います。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 高校卒業程度認定試験合格支援事業につきましては、広報紙ですとか市ホームページ、児童扶養手当のお支払

い時にひとり親家庭への支援制度をまとめたリーフレットを同封するなどの周知を行っているところで、対象と

なる方についての周知はされていると考えているところですが、申請者はいなかったところでございます。 

 

中川委員長 

 永井委員。 

 

永井委員 

 もう少し掘り下げた理由を聞きたかったのですが、現代、中学校卒業、高等学校には行かないお子さんたちは

いないのか、8 割、9割は高等学校に進学すると思いますが、そういうことも関係しているのかと思っています。

市で子どもの実態調査を行った中から見えてきた、ひとり親の学歴などについて、どのように分析されているか

を伺います。 

 

中川委員長 

 尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

 確かに、高校卒業程度認定試験合格支援事業は、ひとり親世帯の親と子が高卒認定試験合格のための講座を受

講する際に、その費用の一部を補助するものでございまして、平成 30年度に実施した子どもの生活実態調査から

も、有効回答数のうち高卒の資格を有していない、ひとり親世帯の割合は 1％に届いておらず、対象となる世帯

自体あまり多くはないだろうと想定しておりますし、その中で高卒程度の資格認定試験を受けたいと思う方もあ

まり多くない。事実、これまでの給付実績はないといったところでございます。しかし、高卒の資格は経済的自

立にとても有効な資格であると考えていますので、仮に対象となる方が希望された場合には、何とか対応したい

と考えておりますので、この事業は継続してまいりたいと考えております。 
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中川委員長 

 ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

 子ども発達支援センターのことについて、お聞きしたいと思います。これも、先ほど、この前のところで質問

しました、新しく施設が移って、施設整備が行われて事業が始まったわけですけれども、移転に伴って、施設整

備の充実に関して、利用状況について、どういう変化があったのかについての分析を示していただきたいと思い

ます。 

 

中川委員長 

 濱田子ども発達支援センター長。 

 

濱田子ども発達支援センター長 

 新施設である北広島エルフィンビルへの移転とともに、重度心身障がい児のお子さんに対しての新たな事業と

して開始しました居宅訪問型児童発達支援については、幼児 1名、小学生 1名、中学生 1名、合計 3名。また、

中高生の対象の拡大を図った保育所等訪問支援につきましては、新たに中学生 2名、高校生 1名、合計 3名の児

童が利用を開始しました。その他、継続の通所児童の利用状況としましては、通所支援については、過去 5年間

で契約者数が最も多かったにも関わらず、新施設への移転の時期とコロナ禍による臨時的な休所の実施と感染拡

大の不安による利用控えによって、前年度比 10％減少しました。利用者からは、施設が新しくなりバリアフリー

やセキュリティが徹底されて安心であるとご好評をいただき、お子さんの発達の相談に来所する利用者に対して

も、以前よりも気軽に利用できる場となり、令和元年 6月から令和 2年 3月までの 10か月間でオープニングイベ

ントを含め、市の内外から視察や見学者が訪れました。また、新しい施設やスヌーズレンなどの設備を市内の養

護学校に対して利用開放を行うとともに、新たな備品の活用を目指して、市内の支援者向けに介護リフトの講習

会を実施いたしました。 

 

中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 今、答弁の中で登録者数が過去最高だということですが、登録しても、コロナでなかなか来られなくなってし

まったのは残念ですが、登録者数の推移は、どういう状況でしょうか。 

 

中川委員長 

 濱田センター長。 

 

濱田子ども発達支援センター長 

 再質問にお答えいたします。登録者数の推移としましては、平成 27年度、5年前に比べ全体的には、令和元年

度につきましては、15.8％増加しております。年度ごとですと、平成 28 年度については、4％から 6％の間で推

移しておりましたが、平成 28年度から平成 29年度にかけては、横ばいになっております。 
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中川委員長 

 山本委員。 

 

山本委員 

 パーセントもそうですが、具体的な登録者数辺りがわかれば教えていただきたいのと、コロナ禍の中で、具体

的に支援の仕方として、どういう工夫をされていて、利用者については、登録者になるべく利用していただくよ

うな工夫が必要だと思います。その辺りは、どのような対応をされているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

中川委員長 

 濱田センター長。 

 

濱田子ども発達支援センター長 

 登録者数につきましては、5年前の平成 27年度は、101名、平成 28年度は 105名、平成 29年度は 104名、平

成 30年度は 110名、令和元年度は 117名となっております。感染拡大の影響に対しての取組といいますか、工夫

している部分でございますが、まず、感染拡大が起こっていた時期につきましては、もちろん三密を避けて、集

団指導を行っておりましたが、そちらについては、全て個別指導で対応させていただきました。個別指導の時間

も 1時間ということで、お子さん同士がなるべく廊下ですれ違わないなどの工夫をしながら対応させていただき

ました。それから、緊急事態宣言が解除された後につきましても、北海道の基準である一人当たり 4平米という

広さを勘案いたしまして、各部屋に定員を設けて、お子さんの指導の様子を観察する部屋が狭いことから、広い

部屋で観察できるようなリモートによる観察を行っております。今後についても、感染拡大の影響については続

くということを考えると、今後も電話など途切れのない相談や支援の準備を進めていきたいと考えております。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 1点だけ、お聞きします。児童センター運営経費、143ページです。児童センターの施設ごとの利用者数、未就

学児童、小学生、中学生の来館の内訳はどうなっているのか、詳しくご説明願います。 

 

中川委員長 

 石間子育て担当参事。 

 

石間子育て担当参事 

 令和元年度における児童センターの延べ利用者数は、輪厚児童センターは、未就学児童が 697人、小学生が 7,683

人、中高校生が 692人、大人が 1,830人で、合計 1万 902人でした。大曲児童センターでは、未就学児童が 2,963

人、小学生が 2,437人、中高校生が 282人、大人が 2,957人で合計 8,639人でした。北広島団地児童センターで

は、未就学児童が 1,359 人、小学生が 2,823 人、中高校生が 723 人、大人が 1,643 人で合計 6,548 人でした。3

館合計の利用者数は、延べ 2万 6,089人で、平成 30年度の利用者数は、2万 9,405人でしたので、全体で 3,316

人の減少となっております。これは、令和元年度において新型コロナウイルス感染症のため 2 月 27 日から 3 月

31日まで休館した期間に利用者がなかったことが大きな要因と考えております。 

 

 



R2.10.19【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

68 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 再質問します。前々から質問していましたが、中学生、高校生の利用です。これが、前年度は 2 月、3 月のコ

ロナの影響があったと思いますけれども、それまで見た場合に横ばいなのか、減っているのか、増えたのか。中

高校生に限って、お答えいただけますか。 

 

中川委員長 

暫時休憩いたします。 

 

午後 3時 36分 休 憩 

午後 3時 36分 再 開 

 

中川委員長 

 休憩を解き、再開いたします。 

石間参事。 

 

石間子育て担当参事 

 再質問にお答えいたします。中高校生におきましては、例年と変わらず、横ばい状態となっております。全体

的な中で、人数の減少でいきますと、小学生の人数が少なくなっているのが特徴になっております。 

 

中川委員長 

 藤田委員。 

 

藤田委員 

 中高生に関しては、一般質問でも何回か取り上げてきましたので、これに関しては市長に再度、今後の運営の

考え方を問いたいと思いますので、留保させていただきたいと思います。 

 

中川委員長 

 以上で、通告による質疑を終わります。 

ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、民生費の社会福祉費のうち、福祉センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育振興費のうち、

幼稚園就園奨励費事業、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終了いたし

ます。 

以上をもちまして、本日の審査につきましては終了いたしました。 

お諮りいたします。 

本日の委員会は、この程度にとどめたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

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。ご苦労さまでした。 
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午後 3時 39分 終了 

 

委員長 中川 昌憲 


