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令和 3 年 決算審査特別委員会(個別質疑) 

 

1 開 催 期 日   令和 3年 9月 28日（火）   午前 10時 00分から午後 4時 01分 

 

2 開 催 場 所      庁舎 5階本会議場 

 

3 出 席 委 員   中川昌憲委員長、桜井芳信副委員長、滝久美子委員、坂本覚委員、稲田保子委員、 

鶴谷聡美委員、佐々木百合香委員、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、藤田豊委員、木村真千子委員、佐藤敏男委員、 

小田島雅博委員、野村幸宏委員、橋本博委員 

 

4 欠 席 委 員   沢岡信広委員 

 

5 委 員 外 議 員   川崎彰治議長 

 

6 市 側 出 席 者   

 

【総務部】 

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

 

【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     山 田   基 

 

【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          影 久 真 美   ワクチン接種調整担当参事    高 嶋 真 一 

保険年金課長          林   正 明 

 

【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 

 

7 事 務 局    

議会事務局次長            大 野 聡 美   議会事務局主任           福 嶋   大 

 議会事務局主任           坂 井 明日加 

 

8 傍 聴 者   なし 

 

 

 

議事の経過 
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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、「審査方法等協議資料」記載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のっとり、行ってい

ただきます。回数は 3回までといたします。質疑の順番は、挙手していただき、委員長が指名した順とします。

通告をした全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、その旨を発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 2 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、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環境衛生費火葬場管理費、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、霊園事業特別会計 の質疑を行います。 

木村委員。 

 

木村委員  

それでは、3点ほど質問させていただきます。 

最初に、住み替え支援事業、予算書 109ページ、資料 67ページであります。この事業は、住み替え支援協議会

における相談会等の活用により、子育て世代に広い生活空間を提供するとともに、高齢者に利便性の高い住宅へ

の住み替えを促進するという事業であります。資料の説明欄に住み替え支援セミナー4回、参加者 35人、空き家

相談会 1回、参加者が 8組でありましたが、実際に住み替えに結びついた件数をお伺いします。 

もう 1点、空き家流動化促進事業についてお伺いします。予算書 109ページ、資料 67ページであります。これ

は空き家の流動化を促進し、土地の有効活用と快適な住環境の整備を図るため、空き家の解体費の一部を補助す

る。対象経費の 3分の 1、上限は 30万となっております。この部分の補助金交付件数は予算額とおり 600万、20

件でありましたが、前年度交付数は 30 件でありました。交付数が 30 件から 20 件に減ったわけですが、令和 2

年度の 20件を超える問合せはなかったのかお伺いします。 

それともう 1点、予算書の 173ページ、資料の 44ページの有害鳥獣駆除対策事業についてお伺いします。この

件についてですが、最近、我が家の近くの住宅街でアライグマが出て目撃情報がございまして、私の知人の家も

家庭菜園の大事に育てたピュアホワイトが食べられたという事がありました。住宅街にもアライグマが結構、出

ている状況でありますが、市には被害届とか、駆除の依頼などはあるのかお伺いします。 

以上、3点お伺いします。 

 

中川委員長 

山田市民参加・住宅施策課長。 
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山田市民参加・住宅施策課長 

住み替え支援事業と空き家流動化促進事業についてご説明申し上げます。 

住み替え支援事業につきましては、まず、セミナーは芸術文化ホールで 2回、市役所本庁舎で 2回、合計 4回

実施しております。高齢者向けの住宅の住み替えや不動産の処分などの講演を実施してございます。また、空き

家相談会につきましては、芸術文化ホールで 1回開催しておりますが、参加者の相談内容としましては、不動産

の処分、新たな住宅への住み替え、不用品の整理、リフォーム等の相談を受けている状況でございます。このセ

ミナー等への参加者には、次回の開催予定のセミナーのご案内を実施している状況でございますが、その際に、

住み替えが決まったことを申し出いただいたケースもございます。参加者につきましては、高齢者の方で、将来

に備えて財産処分の検討の勉強などのために参加されるケースが多い状況となっております。参加されている中

には、事後の連絡を希望されないケースもございまして、その後の住み替えについては実態を把握してない状況

でございます。 

2 点目の空き家流動化促進事業でついてでありますが、補助金の関係で令和 2 年度の受付の終了後にお問合せ

あったものが 5件ほどの記録がございます。 

 

中川委員長 

阿部環境課長。 

 

阿部環境課長 

私からは、有害鳥獣駆除対策事業についてお答えいたします。アライグマの駆除の依頼につきましては、農家

や市街地から離れました家庭菜園からが主なものとなっておりますが、農地と畑以外のアライグマの駆除につき

ましては、事業所や住宅などから 4件の駆除依頼があり、3件の捕獲を実施したところであります。 

 

中川委員長 

木村委員。 

 

木村委員 

それでは、再質問させていただきます。 

最初に住み替え支援事業についてですが、その後、流動化に結びついた実態を把握していないというお答えで

したが、その相談内容とか、住み替えセミナーの内容を具体的に詳しくお伺いしたいと思います。ただ、把握は

してなくても、周りの状況とか北広島団地の中を見ても、高齢者の方が亡くなった後に若い方が住まれているケ

ースが多いので、住み替えとか進んでいるのではないかと実感しておりますが、その内容をお伺いします。 

もう 1点、空き家流動化促進事業についてですが、今の受付終了後に 5件の問合せがあったとのことですが、

その方たちは令和 3年度に申込みを行っているのかどうかお伺いします。令和 3年度のこれまでの申請状況もあ

わせてお伺いします。 

もう１点、アライグマの関係ですが、住み家自体を見つけて駆除することは難しいのでしょうか。 

その点をお伺いします。 

 

中川委員長 

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

再質問にお答え申し上げます。 
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まず 1点目、住み替え支援事業ついて、セミナー等の内容の詳しい内容をお問合せいただいた件で、ご説明申

し上げます。セミナーにつきましては、大きく二部形式で開催してございます。前半の第一部につきましては高

齢者住宅への住み替えについての説明がメインとなり、サービス付き高齢者住宅、住宅型や介護付き有料老人ホ

ームなどの、高齢者住宅の種類、施設利用に当たっての費用などについて、専門家によってご説明申し上げてい

る状況でございます。後半の二部目につきましては、住み替えに当たっての住宅の処分について、空き家の活用

方法、売却などについて、市からご説明させていただいている状況でございます。 

空き家相談会につきましては、不動産業者 7社、金融機関 3社、建設業者などを含む 4社が参画している状況

でございます。不動産の処分や新たな住宅への住み替え等に関する、幅広い内容のご相談を受けている状況でご

ざいます。 

二つ目の空き家流動化の関係ついてお答え申し上げます。令和 3年度申込みをしたかという点でございますが、

今年度、申請いただいた物件のうち、令和元年中の取り壊しが 1件、令和 2年度中の取り壊しが 6件ございます

から、昨年度の受付終了後に市役所にお問合せいただいた方が、今年度、申請されたものとこちらでは推測して

いる状況でございます。 

また、今年度の申請の状況ということでございますが、4月中に予定していた 20件の受け付けを終了してござ

います。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

私からは、アライグマの住み家自体を見つけることができるかということについてお答えいたします。アライ

グマの住み家につきましては、基本的には森の中ですとか、あるいは河川敷などとなりますので、なかなか住

み家自体を見つけるというのは難しいことになっております。万が一、住宅に住み付いた場合には、その住宅

内で捕獲というのは難しいものですから、住民の安全性を考慮しまして、まずは追い出すという対応になるか

と思います。 

 

中川委員長 

木村委員。 

 

木村委員 

それでは、再々質問は、空き家流動化促進事業についてお伺いします。 

今のご答弁をお聞きしますと、令和 3年度も 4月中には予定していた 20件が受け付けを終了したということで、

この促進事業については令和元年度が 600万、令和 2年度が 600万、今年度の令和 3年度が 300万で、年々金額

が減少しています。それも、令和 2 年度は 1 件につき上限 30 万だったのが、令和 3 年度は半減して 15 万で 20

件になっています。その、20件も 4月中には令和 3年度の申込みが終わったということで、来年度はそういう部

分で、このような形で減少しないように、特に土地の地価も上がり、ボールパークができることによって空き家

流動化もますます促進していくのではないかと思いますので、解体費用をこれ以上減らさないように、本当は増

やしていただきたいのですが、毎年、令和元年から減っている状況でございますので、今後、減らさないように、

しっかり対策を組んでいただきたいと思うのですが、その点についてお伺いします。 

 

中川委員長 

山田課長。 
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山田市民参加・住宅施策課長 

再質問にお答え申し上げます。 

住宅政策に関する制度の拡充というところでご説明申し上げます。空き家施策の取組につきましては、空き家

解体の今回の助成、そのほかの住宅リフォームの支援や中古住宅の利活用に向けてのリユースの補助などを行っ

ている状況でございますが、これらを総合的に判断して、件数などを設定させていただいておりまして、今後に

おきましても、これらの各種事業の補助事業や助成金額、また、件数との均衡を図るとともに、事業効果を維持

させながら検討させていただきたいと考えてございます。 

 

中川委員長 

滝委員。 

 

滝委員 

それでは 2件、質問させていただきます。 

予算書 177ページ、報告書 46ページ。最終処分場かさ上げ事業についてお伺いします。測量調査の結果、第 6

期最終処分場はどの程度、埋め立てられているかについてお伺いいたします。 

2点目、同じく予算書 177ページ報告書、46ページ、不法投棄対策事業ですが、こちらの不法投棄の量や場所

などの傾向、この不法投棄に対する対策についてはどのように行っているのかお伺いいたします。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

最初に、最終処分場のかさ上げ事業についてお答え申し上げます。第 6期の最終処分場の測量結果につきまし

ては、処分場の造成時の埋立て容量 17万立方メートルに対しまして、令和 2年度の 5月時点での埋立て済みの容

量が約 10万 7,000立方メートルとなっており、全体の約 63％が埋め立てられている状況となっております。 

続きまして、不法投棄対策事業についてでございますが、不法投棄の傾向につきましては、令和 2年度の回収

量が約 94トンとなっており、過去の実績と比較すると、おおむね横ばいの状況にあります。また、不法投棄され

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ます。対策につきましては、市内一斉

清掃などで市民の皆様のご協力をいただいて、不法投棄物を回収するとともに、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、市のパトロール員がパトロールで不法投棄物を発見

した場合には、速やかに回収、処理するとともに、啓発用ののぼりを設置するなどの対策を行っております。 

 

中川委員長 

滝委員。 

 

滝委員 

それでは再質問させていただきます。 

初めに、かさ上げ事業ですが第 6期最終処分場は当初、埋立て期間は平成 27年度から約 10年間を埋立てに使

うという計画だったと思いますが、63％が埋め立てられているという状況ですと、いつまで使用できる予測なの

でしょうか。また第 6期の埋立てが終了した場合、その後の対応はどのように行うのかお伺いします。 

それから、不法投棄ですが、どのようなものが多いのか。また、回収したものは市の負担で処理していると思

いますが、その費用についてはどの程度の金額なのかをお伺いします。 
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中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

最初に、第 6期最終処分場の埋立ての状況、いつまで使用できる予測なのかというところですが、第 6期の最

終処分につきましては、先ほど滝委員からお話ありましたとおり、10年間という予定でおりましたので、令和 6

年位まで埋立てする予定でしたが、測量調査の結果などによる現在の予測につきましては、令和 4年度中に埋立

てが終了する予定となっております。 

それから、第 6期の埋立て終了後につきましては、現在の道廃棄物処理組合による最終処分場の建設を検討し

ていくとともに、既に埋立てが終了している、第 4期及び第 5期の最終処分場の上で、堰堤をつくらない軽微変

更届によるかさ上げによって、クリーンセンターでの埋立てを継続していく予定としております。 

続きまして、不法投棄の再質問ですが、不法投棄されている主なものとしては、廃タイヤや家電が多く、令和

2年度の処理実績は、タイヤが 251本、テレビが 31台、冷蔵庫・冷凍庫が 24台、洗濯機・乾燥機が 17台となっ

ております。また、回収した不法投棄物の処理につきましては、不法投棄した者が不明の場合がほとんどとなっ

ておりますので、家電リサイクル法の家電 4品目や廃タイヤなどにつきましては、適正処理の推進のためリサイ

クル料金などの処理費用について、約 62万円を市で負担しております。 

 

中川委員長 

滝委員。 

 

滝委員 

それでは、再々質問ですが、第 6期処分場は予定より約 2年早まってしまう予測ということですが、やはり、

市民に対して、ごみの減量の周知やお願いが凄く大事だと思います。そういう取組ですとか、令和 6 年度から  

ごみの処理方法の変更のお知らせなども含めて、これから市民にどのように周知されていくのか、お伺いします。 

また、第 4期、5期を使用されるということですが、4期、5期は現在どのくらい利用可能なのかお伺いいたし

ます。 

それから、不法投棄ですが、ほぼ横ばいということで、処理費用も市が全額負担しているとのことであれば、

やはり、不法投棄を減らすための取組がとても重要かと思います。のぼりを立てているということですが、ほと

んど変わってないのかと思います。以前に、監視カメラの設置を提案させていただいたのですが、それはすごく

費用や維持費がかかるということで、難しいという答弁だったと思うのですけど、例えば、環境省で、不法投棄

の監視やパトロール業務を支援するために、監視カメラの装備を貸出しているという取組があります。近隣では

石狩市、南幌町、由仁町なども設置しているようですが、北広島市もそのような監視カメラを設置する対策など

を取り入れてはいかがかということをお伺いいたします。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長   

まず、最終処分場ですが、市民への減量に向けた周知、ごみ処理方式の変更などの周知につきましては、ごみ

の広域処理が始まるまでに、令和 4年度、令和 5年度の 2年をかけて市民説明会の開催や、市のホームページ、

広報などにより、長い期間をとって丁寧な周知を行っていく予定としており、広域化によるごみ処理方法の変更

と併せて、改めて生ごみや資源ごみの分別を含む、ごみの減量化についても周知徹底してまいりたいと考えてお



R3.09.28【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

7 

 

ります。 

それから、4 期と 5 期のかさ上げにつきましては、令和 6 年度からの焼却処理により埋立てごみの容積が焼却

灰になることで減少しますので、かさ上げによって今後 10年以上の埋立ては可能と想定をしております。   

それから、不法投棄対策についてでありますが、監視カメラにつきましては近隣自治体で設置をしている市や

町も先ほど言われたとおりでありますが、このカメラを設置しても、カメラのないところにまた不法投棄をされ

て、抑止効果が少ないという情報もいただいておりますので、検討はしておりましたが実現には至っておりませ

ん。 

それから、その他の新たな不法投棄対策につきましては、既に取組んでいる自治体などから情報収集し、費用

対効果なども含めてより効果的な防止策を今後、検討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。 

小田島委員。 

 

小田島委員   

何点かご質問させていただきます。 

まず、1点目でございますが、決算書の 173ページから 175ページ、報告書で 45ページの最終処分場周辺環境

整備事業の内容についてお伺いしたいと思います。特に工事請負の状況も報告書には書かれておりますが、どの

ような状況で、頻度はどういう形で行ってきたのか、今後どのように行っていくかという事をお聞きしたいと思

います。 

2点目でございますが、不法投棄対策事業は滝委員からご質問ありましたが、全体的には大体はつかめました。

不法投棄をする場所ですが、その実態的な部分ではどこの地域で何か所くらい不法投棄されているのでしょうか。

おおむね、山の中だろうと思うのですが、どういうところに多いと把握をされているのかお聞きをしたいと思い

ます。 

3点目でございますが、最終処分場のかさ上げ事業でございます。これも私の聞きたいことは、滝委員で全部

聞いていただいたので本当に助かりましたが、4年以降は、4期、5期に積んだら 10年もちますという事ですが、

10年間かさ上げして満杯になったら、第 7期を造るのか、市としては今後どのような見通しでいくのかお聞きし

たいとい思います。 

4点目になりますが霊園事業特別会計でございます。現在の霊園事業特別会計の区画等の使用状況、利用状況、

合葬墓地の利用状況、今後の見通しをお聞きしたいと思います。 

 

中川委員長  

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

最初に、最終処分場の周辺環境整備事業についてでございますが、工事請負の内容につきましては、クリーン

センターの前を流れる輪厚川におきまして、クリーンセンターを中心とした上流、下流の合計約 2キロの堆積土

砂の掘削などを行う床ざらいとなっております。この床ざらいについては、クリーンセンターの周辺住民で構成

をされている、ごみ処理場設置対策協議会との間で締結をしている、北広島市廃棄物処分場に関する協定書によ

り、おおむね 4年を目途に定期的に実施する旨が定められており、この協定に基づき実施したものであり、今後

につきましても、同じように実施をしていく予定しております。 

 次に、不法投棄対策事業についてでありますが、不法投棄される場所の数につきましては、市内の何か所とか
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は言えないですが、様々なところに不法投棄がされておりまして、特に多いのは、やはり山林、沢地、農道など

ですが、仁別の奥ですとか、江別との境目の森林公園の中などが多い状況となっております。 

それから、最終処分場かさ上げ事業についてお答え申し上げます。今後 10年の後、さらにその後については、

現在、第 6期が終わりまして、次に、第 7期ということになりますと、現在のクリーンセンターでは、敷地が確

保されていないというところで、その部分を検討していかなければならないと考えております。また、現在、道

廃棄物処理組合でも処分場の建設ということで検討しております。これも建設場所については、今後、組合でも

検討していくことになりますので、その状況を注視しながら検討していきたいと考えております。 

霊園事業特別会計です。まず、区画の使用状況についてですが、霊園の令和 2年度末の区画状況につきまして

は、全体の 3,913区画のうち貸付け区画数が 3,649区画、空き区画数が 264区画となっております。また、令和

2 年度の北広島霊園の墓地区画増設事業により、自由墓地が 256 区画増設しておりますので、それを合わせます

と、空き区画数は 520区画となります。それから、合葬墓の使用状況につきましては、収容可能数 2,000体に対

して、令和 2年度末の埋葬数が 571体となっております。今後の見込みについてでございますが、霊園の貸付け

につきましては、近年、墓を承継される方がなかなかいないということや、合葬墓などの選択肢もありますこと

から、今後、亡くなられる方が増加傾向にあることなどを考慮しても、10年以上は貸付け可能だと考えておりま

す。合葬墓につきましても、これまでの状況から推定すると、今後 15年程度は埋葬可能と考えております。 

 

中川委員長 

小田島委員。 

 

小田島委員  

1 点だけ、再質問させていただきたいと思いますが、最終処分場の周辺環境整備事業、協定書の中で 4 年後に

実施ということがありますが、輪厚側のクリーンセンターを挟んで上流・下流で 2キロの範囲ですが、床ざらい

をしたときに出る堆積物、土は大体 1回あたりどのくらいの量が出てきて、それは、どこにどのような形で処分

をされているのかということと、川は床ざらいをする区間だけというのは、上流から下流に向けて底ざらいをし

ていくと思うのですが、さらった所を低くしても上流で床ざらいしていないとそれが流れて、すぐに埋まってし

まいます。そして、下流にも流れてといくと思いますが、輪厚川は上流と下流の床ざらいをすることでの影響な

ど知っていることがありましたら、お伺いしたいと思います。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

まず、床ざらいのさらった土砂についてお答え申し上げます。量については、今、正確な資料の持ち合わせは

ございませんが、床ざらいした土につきましては、今回の床ざらいにつきましては、大部分は別の工事の盛土と

して再利用する予定としており、ただ一部、泥状を呈するものにつきましては、廃棄物処理法に基づきまして、

産業廃棄物の汚泥として処理をしております。それから、この床ざらいの輪厚川のクリーンセンターの周辺につ

いては、堰堤ができたり、きちんと整備されていますが、その上流部分については自然河川のままとなっており

まして、大雨などが降った場合には、上流からどうしても土砂が流れてくるという状況にありますので、やはり、

上流部分をきちんと整備するまでは、この床ざらいを継続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 

ほかに、ございませんか。 
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山本委員。 

 

山本委員 

私からは、一つは交通安全施設整備費、決算書で 119ページになりますが、交通安全施設の中で、特に規制施

設と言われている信号ですとか、いろいろな要望が住民からも出されていると思うのですが、施設の、項目ごと

にどれぐらい要求が出ているのでしょうか。特に公安委員会が主体になっていると思いますが、実際に令和 2年

度に実現した、実績数は経年変化を含めて、どのようになっているのか教えていただきたいと思います。 

次に、有害鳥獣の浮上対策事業ですが、決算書の 171から 173ページまで出ていますが、そもそも令和 2年度

の苦情鳥獣の実績がどうなっているのか。これは農政部の事業とかぶっていると思うのですが、市全体の実績と

環境で扱っている実績について、お知らせ願いたいと思います。 

次に、決算書 173ページの温暖化対策推進事業ですが、温暖化対策事業については計画に基づいてやられてい

ると思いますが、特に市が遂行しなければならない取組は、例えば、紙の使用量の問題や水光熱費などの様々な

温暖化に影響するものについてどれくらい減らされているのか、取組の実績についてお知らせ願いたいと思いま

す。 

次に、霊園事業特別会計ですが、小田島委員の質問で明らかになったことがあるのでが、この 73.7％、収入率、

執行率になっていますが、それにとどまった理由と拡大事業については先ほどの答弁で令和 2年度に霊園の増設

工事が行われたと思うのですが、そのことが拡大事業の状況なのか、併せてご説明願いたいと思います。 

 

中川委員長 

志村市民課長。 

 

志村市民課長 

私からは、交通安全関係の施設について、お答え申し上げます。 

交通規制要望につきましては交通安全推進事業の中で行っておりますが、市民や関係団体等からの交通規制要

望を取りまとめた後、毎年、厚別警察署を通じて、公安委員会に要望させていただいております。経年的に 3か

年、お答え申し上げますと、まず、令和 2年度要望件数は 181件で、内訳としては信号機に係る要望が 62件、横

断歩道が 25件、一時停止が 56件、速度規制が 26件、その他標識変更などが 12件となっております。 令和元

年度につきましては、同じく 181件で、内訳として、信号機に係る要望が 63件、横断歩道が 25件、一時停止が

56件、速度規制が 25件、その他 12件。平成 30年度要望件数は 178件となっておりまして、信号機要望が 58件、

横断歩道が 27件、一時停止が 56件、速度規制が 25件、その他 12件となっております。要望の実現状況につき

ましては、信号機の設置で新設されたのはこの 10年間で 1か所となっております。また、過去 3年間では、平成

30年に横断歩道が 2か所、一時停止が１か所。そして、令和 2年度には一時停止が 1か所設置されているところ

でございます。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

私からは、有害鳥獣駆除対策事業、温暖化対策推進事業、霊園事業特別会計についてお答えいたします。 

最初に、有害鳥獣駆除対策事業についてでございますが、令和 2年度の市全体の駆除実績といたしましては、

エゾシカが 187頭、キツネが 32頭、アライグマが 213頭、カラスが 1,232羽となっており、そのうち環境課の所

管分としましては、交通事故対応のエゾシカが 5頭、キツネが 2頭、アライグマが 213頭、クリーンセンターで
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のカラス駆除が 332羽となっております。 

続きまして、温暖化対策推進事業の市の取組についてでございますが、北広島市役所の事務事業第 4次地球温

暖化対策実行計画に基づき実施をしており、この計画の対象施設における令和 2年度の取組実績の主なものとし

ましては、印刷用紙の購入枚数は 625万枚でここ数年横ばい傾向、電力使用量は約 520万キロワットアワーで、

計画の基準年である平成 30年度と比較をして、8.2％の削減、灯油が約 12万 7,000リットルで、平成 30年度比

8.2％の増加、重油が約 84万リットルで、平成 30年度比 7.6％の増加、ＬＰガスが約 4万 5,000立方メートルで、

平成 30年度比 37.7％の削減などとなっております。 

なお、水道の使用量につきましては、市の事務事業の計画の温室効果ガス排出に係る該当項目ではないことか

ら、使用量は把握しておりません。 

続きまして、霊園事業特別会計についてでございますが、収入率、執行率が 73.7％にとどまった理由としまし

ては、墓地区画の貸付数が当初予定数に届かなかったことから、永代使用料、永代管理料の歳入が減少したため

であり、その使用料、管理料をそれぞれ減債基金と管理基金への積立金とするため、歳出予算についても減少し

たものであります。拡大事業につきましては、先ほどお話ししました、霊園墓地区画増設事業になりまして、4

平米の 256区画増設をしており令和 3年度から貸付けを開始しております。 

 

中川委員長 

山本委員。 

 

山本委員  

まず、交通安全関係の施設の問題ですが、この 10年間で 1か所しか実現しないという状況というのは、経年で

先ほど報告してもらいましたが、何年も要望しても全く実現してないという状況ですが実施主体が公安委員会な

ので、市が要望してもなかなか厳しいという状況があるのかもしれないのですが、市民生活や市内の交通体系を

見ていくうえで非常に問題だと思います。ですから、厚別警察署に要望していということだけではなく、もっと

公安委員会に対して市町村要望の観点から、きちんと交通施設についての要求をしていくべきだと思いますがお

考えを聞かせていただきたいと思います。 

次に、有害鳥獣の問題ですが、農政課といろいろ分けてやられていると思うのですが、問題は毎年駆除してい

るのですが、実態としてはなかなか減らない。先ほど、木村委員からアライグマの問題が出ていますが、カラス

の被害についても非常に住宅地の中で増えてきているという状況です。カラスについては駆除の場所などを増や

しているのかどうかお聞きしたいと思います。  

温暖化対策事業ですが、一つは実行計画に基づいてやられているということですが、紙の使用量の案件につい

ても横ばいになってきていますし、項目によっては増えてきている問題もあるということで、個別の項目の数値

だけでなく、温暖化に対して市が率先してやっていくということで、市の職員全体に削減に対する意識啓発も含

めて、徹底すべきだと思いますし、この取組についてはソーラーパネルなどの補助金もやっているのですが事業

所に対する使用抑制についての要請も強めていく必要があると思いますが、その点についての考えを聞かせてい

ただきたいと思います。 

それから、霊園事業特別会計ですが、先ほどの答弁でも永代の使用料が減ってきているということですが使用

料が減ってきているということで、将来的には霊園の基金を含めて、収支関係についてどのような見通しを担っ

ているのかお聞かせ願いたいと思います。 

 

中川委員長 

志村課長。  
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志村市民課長 

まず、交通安全規制関係についてお答え申し上げます。 

この 10年前の間で 1件は信号機だけの話でございまして、ほかの横断歩道の設置ですとか、速度規制などを網

羅した形でお答え申し上げますと、件数としては 16件の設置変更等をしていただいたところでございます。 

また、厚別警察署を通じて要望ということでございますが、ご存じのとおり、公安委員会には各都道府県警、

所管警察署を通じて出す手続と伺っております。私どもも、そのような手続の流れで厚別警察署を通じて、北海

道公安委員会あてに要望しているところでございまして、そういう部分を含めての状況ということを申し上げさ

せていただきたいと思います。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

まず、有害鳥獣駆除のカラスの関係でございますが、カラスの駆除する場所につきましては、現在、主にクリ

ーンセンターとなっておりまして、そのほか、農政課で畑の部分でも実施しているという状況でございます。 

次に、温暖化対策推進事業について、お答え申し上げます。まず、市の温暖化対策の取組につきましては、こ

れまでも、太陽光発電システムなどの補助制度、環境ひろばなどのイベントの開催、市ムページや、広報による

節電の呼びかけですとか、小学校におけるエコ講座やエコクッキングなどの環境教育などを、実施してきており

ます。ただ、温室効果ガスの削減につきましては、国におきましても、ゼロカーボンの表明ですとか、現在の国

の温暖化対策計画の見直しを行っているなど様々な動きがありますことから、その動向を注視するとともに、今

後につきましても、本年 3月に策定をしました新たな北広島市の環境基本計画などに基づきまして、本市として

より効果的な温室効果ガスの削減対策について継続して検討、実施をしてまいりたいと考えております。市の職

員の取組につきましても、本年 3月に、北広島市役所の事務事業第 5次地球温暖化対策実行計画を策定しました

ので、この計画に基づきまして率先した温室効果ガス削減の取組の推進をしてまいりたいと考えてございます。 

次に、基金の運用の見通しについてでございます。現在の北広島霊園につきましては、永代使用料、永代管理

場などの歳入、基金の運用により経営しているところでありますが、近年の低金利により管理基金の利息が見込

めない状況から、近隣市の霊園の経営方法などの調査を行うとともに、今後の霊園の使用許可数などの、推移を

注視しながら検討しなくてはならないものと考えております。 

 

中川委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

何点か追加で質問させていただきます。 

一つは有害鳥獣の問題について、特にカラスの住宅等における被害というのは、環境課の所管になると思いま

す。クリーンセンターがごみ処理をやっていることでカラスが非常に集まってくるというのは分かりますが、住

宅地におけるカラスの被害が目立っているので、クリーンセンター以外でカラスの駆除の施設を設置していく必

要があるかと思いますが、そのような計画がないのかお聞かせ願いたいと思います。 

温暖化対策については、今後の取組になってしまうので、趣旨が違うと思いますが、やはり実行計画含めて対

策の見直しが必要かと思います。紙の使用量については議会もペーパーレスになっておりますし、全職員にパソ

コンが支給されて、全体的にはペーパーレスの方向になっていると思います。そういう意味では計画については、

強化していくべきだと思います。環境としてはかなり変わってきていると思うので、その辺りの見直しをすべき
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かと思うのですが、お聞かせ願いたいと思います。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

最初に、カラスの市街地の対策についてでございます。住宅地のカラス対策につきましては、他の自治体、本

市でも行っておりますが、まず、ごみステーションの適正な管理などの基本的な対策は、自治体によっては、市

街地にも箱わなによる捕獲など様々な実施をしておりますので、このような住宅街における先進的な取組などに

ついて、情報収集に努めて検討してまいりたいと考えております。 

温暖化対策事業の見直し強化についてでございます。先ほどご答弁させていただきましたが、現在、国におき

ましても、温暖化対策計画の見直しなどを行っておりますので、それらに基づきまして、本市の環境基本計画、

事務事業の計画の見直しについて検討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。 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

私からは、街路灯整備支援事業と空き家流動化促進事業について伺います。 

まずは、街路灯整備支援事業、決算書 121ページ、報告書 51ページ。この事業では街路灯を管理する団体に対

して、ＬＥＤ街路灯への切替えを行う際の補助を行っていますが、2020年目標の 90％に届いたか確認いたします。 

空き家流動化促進事業については、決算書 109ページです。この事業で実施している助成金は、早い時期に枠

がなくなることを先ほどもお話がありましたが、空き家施策に貢献している事業だと考えますが見解を伺います。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長。 

私からは、ＬＥＤ化の関係についてご説明申し上げます。ＬＥＤ街路灯の普及率につきましては、令和 2年度

末現在、街路灯総数 6,155灯のうち、ＬＥＤ灯は 5,525灯、89.8％という状況でございました。 

 

中川委員長  

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

私からは、空き家流動化促進事業についてご説明申し上げます。 

この事業につきましては、平成 28年度から住宅政策の一つとして実施しているところでございますが、令和 2

年度までの支援件数としましては、延べ 120件でございます。そのうち、新たに住宅建築に結びついたものが 101

件であるということを確認しておりますことから、一定の成果があるものと考えてございます。 
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中川委員長 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

街路灯については切り替わっていくと節電にもなっていくと思いますので、進んでいくといいと思います。 

再質問は、空き家流動化促進事業についてです。 

空き家の発生件数と解消した件数というものがあると思いますが、推移がどのように思うようになっているの

か確認いたします。 

 

中川委員長 

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

再質問にお答え申し上げます。 

まず、本市の空き家の推移について、お答え申し上げます。平成 30年度からご説明しますが 310戸、令和元年

度が 315戸、令和 2年度につきましては 303戸と、ほぼ横ばいという状況になってございます。増減というのが

あるのですが、まず、新しく発生した増加戸数と、解消した戸数ということでご説明いたしますが、平成 30年度

につきましては 44戸の増加、それに対して 37戸の解消ということでございます。令和元年度につきましては、

65戸の増加に対して 60戸の解消、令和 2年度につきましては、65戸の増加に対して 77戸の解消となってござい

ます。 

 

中川委員長 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

空き家の数が減らないと思っていましたが、ある程度の入れ替わりがあることが確認出来ました。定住人口の

増加ということもこれから大切になってきますので、さらに誘導化が進むような取組を期待しております。 

 

中川委員長 

ほかに、ございませんか。 

人見委員。 

 

人見委員 

私からは 1点だけ質問します。 

空き家対策事業で、決算書 123ページ、報告書が 58ページです。今も空き家のことを話されておりましたが、

市民から空き家についての苦情があると思うのですが、どのようなものがあるのか、その件数なども教えてくだ

さい。 

2点目ですが、特定空き家の状況についても教えてください。 

 

中川委員長 

山田課長。 

 



R3.09.28【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

14 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

空き家対策事業につきましての苦情についてお答え申し上げます。。こちらにつきましては、令和 2 年度は 32

件となっております。内訳につきましては、樹木の繁茂が 17件、蜂や害虫に関することが 7件、外壁等の剥がれ

に関することが 2件、塀やフェンスの件が 2件、その他 4件という状況でございます。 

2 点目の特定空き家の状況ということでございますが、特定空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する

倒壊等、著しく保安上危険となる空き家ということでは、現在のところ存在していないという状況でございます。

ですが、北広島市の空き家等の適切な管理に関する条例に規定する、周辺の住環境の保全に関して、放置するこ

とが不適切な状態にあるもの、これは準特定空家等という形で言わせていただきますが、これについては 2件認

定してございます。その後、家屋等が適切に管理されたことがあったことから、令和 2年度に 1件解除してござ

います。ですから、現在のところ準特定空家等というのが 1件存在していることになっています。 

 

中川委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

再質問します。 

空き家の場合、持ち主となかなか連絡がつかないと思いますが、空き家の苦情とかいろいろな問題に対して、

どのような対応をしているのか分かる範囲で答えてください。 

 

中川委員長 

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

再質問にお答え申し上げます。 

空き家の苦情に対しての対応の状況につきましては、市に連絡があった段階で、まず市の担当者が、その苦情

の現場に出向いて、空き家を目視などで状況確認させていただいております。その後、所有者など、市役所で確

認させていただいて、電話や文書等で空き家の状況やその苦情の内容をお伝えさせていただいて、改善等、適切

に管理いただくように依頼している状況でございます。 

 

中川委員長 

ほかに、ございませんか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員  

では、3点お伺いします。 

まず、動物衛生等管理事業について伺います。決算書は 169ページ、報告書は 44ページです。この事業の中で、

死骸動物の回収という報告があるのですが、主な発見の場所や回収された動物の種類について、どのようになっ

ているのか伺います。 

次に、交通安全施設整備事業について伺います。決算書は 116から 119ページ、報告書は 51ページです。質問

の前にもいろいろと質疑を伺ってきましたので、私からは、市道、輪厚中央通りが開通しまして、そこに中の沢

線、広島線につながるようになって、車の通行や市民の生活環境が大変便利になったと認識しています。一方で、

交通量が大変増加している印象があり、確か今年ですが、小学生が絡む交通事故も伝えられています。市道です
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ので、市としてできる安全対策という視点で伺うのですが、この地域では、交通事故が発生したということを踏

まえて、最寄りに横断歩道があるので、そこを渡るように学校などで注意喚起が行われていると聞いています。

近くにはケアハウスや老人ホームで暮らす高齢者、働く方たちの歩くルートになっていますし、西部パークが新

しく出来て、ここの遊具が大変人気で、住宅街から出かける子どもたちの最短で行けるルートということで、渡

りそうになる場面を私も見かけるのですが、そこには、従来から設置されている、横断歩道が 1か所のみの状況

があります。市として取り組めることとしてお伺いするのですが、歩行者、通行車両に向けた交通安全の注意標

識、路面塗装などの設置について対応の検討状況をお伺いします。 

次に、個人番号管理経費について伺います。決算書は 125ページです。通告では、マイナンバーカードの申請、

発行状況ということで、お知らせしているのですが、総務省ホームページに掲載されているということでは月 1

日時点の交付状況、申請状況については、人口 5万 8,130人に対し 1万 8,499枚発行されていて、交付率は 31.8％

ということで確認をさせていただいています。 

質問ですが、決算書の個人番号管理経費、約 3,080万円のうち、委託料 26万 4,000円の委託の内容について伺

います。そして、その下の負担金補助及び交付金というところで約 2,500万円。決算額があるのですが、どのよ

うな内容で使われているのか説明をお願いします。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

私からは、動物衛生等管理事業についてお答えいたします。死骸動物の回収についてでありますが、主な回収

場所としては、一般の民家の庭先などであり、回収した死骸動物の内訳につきましては、猫が 11件、キツネが 4

件、カラス、スズメ、ネズミなど、20件の合計 35件となっております。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長 

私からは、まず交通安全施設整備の関係をお答え申し上げます。 

令和 2年度北広島市が対応できる交通安全施設の整備内容について申し上げます。まず、カーブミラーを稲穂

通、広島輪厚線、大曲北通の 3か所に 1基ずつ、3 基設置しています。また、「止まれ」マークの路面表示を緑陽

通、広葉町 17番通線など 9か所の歩道に設置を施し、また、歩行者、自転車、通行帯区画線を南 9号線の稲穂町

の歩道上に 1路線引きました。また、交差点の中心線、いわゆる「クロスマーク」と言われるものですが、こち

らは共栄西通線のほか 10路線、合計 11路線の交差点に整備しましたほか「横断注意」の注意看板を緑陽町 8番

通線に 2基設置しております。あと、歳出別の事業費では異なりますが、交通安全推進事業費の中で電柱幕とい

うものを用意していまして、「スピード落とせ」、「飛び出し注意」などの注意標識を電柱に設置するものですが、

こちら今年の 9月 10日現在で、281か所に 290枚、掲示をさせていただいているところでございます。 

続きまして、個人番号カードの委託料について、お答え申し上げます。個人番号カードをお持ちの方で住所変

更の際などに個人番号カードの裏書を印字する機械に係る保守の費用が委託料になっております。負担金補助及

び交付金の2,503万6,400円につきましては、北広島市民が申請しました個人番号カードの作成等に係る費用や、

通知等の関連事務経費を、製作等を行う、地方公共団体情報システム機構、いわゆるＪ－ＬＩＳに事務委任とし

て、交付金としてお支払いするというものでございます。 
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中川委員長 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

再質問します。 

動物衛生等管理事業で、動物の種類についてお答えいただきましたが、回収の近年の傾向について変動がある

のか状況を伺いたいと思います。 

交通安全施設整備事業については、実施状況について細かくご回答いただきましたので理解いたしました。  

それぞれ市内各地域からいろいろな安全対策の要望の声が寄せられて、それに基づいて順次に設置、整備されて

いると思いますが、そういう情報に対しては現地を確認するなどして、なるべく早期に説明をこれからもお願い

したいと思います。それと併せて質疑の中に出ましたが、公安委員会の信号機の設置先も早期設置に向けた要望

の働きかけを改めて私からも求めておきたいと思います。 

再質問ですが、個人番号管理経費については、昨年度は特別定額給付金の手続の活用ですとかマイナポイント

のキャンペーンが行われました。そうしたことをきっかけに申請が増えと報道からの印象ですが、実際のところ、

決算を終えてどのような結果となっているのかを確認したいと思います。 

もう 1点、申請件数が増えるということは、この補助交付金も増加していくという理解でいいのかお伺いしま

す。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

私からは動物衛生等管理事業の再質問についてお答えいたします。死骸動物の近年の傾向についてであります

が、回収する動物のほとんどが自然動物でありますので、多少の増減はありますが、横ばいの傾向となっており

ます。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長 

それでは、個人番号カードの関係についてご説明申し上げます。 

まず、個人番号カードの交付枚数は令和元年度では 1,408枚でしたが、令和 2年度では 6,003枚となっており

まして、対前年比として約 4.3倍の交付枚数となっております。申請理由は伺う機会がないので分かりませんが、

コロナ対応の給付金やマイナポイントの獲得に向けた設定などのために申請の増加があったと考えております。

もう 1点、申請交付枚数が増加することによる影響ということで、地方公共団体情報システム機構への事務委任

に係る経費というのは増加するものになります。したがいまして、この交付金が増えていくということになりま

すが、この交付金につきましては、総務省の個人番号カード交付事業費補助金で賄われることになりますという

ことも併せてご報告申し上げます。 

 

中川委員長 

鶴谷委員。 
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鶴谷委員 

動物衛生管理事業について、大きな変化はないという報告をいただきましたが、国道 36号線に羊ヶ丘通が渋滞

解消を目的に開通した開発が大きく行われるときに、山林の地域の開発が行われた後、カラスが多くなり、私の

住む西部地区の住宅街の上空を飛ぶ量が増えたという住民の声を何人からもお伺いしています。事業としては、

死骸の回収ではあるのですが、回収する動物の傾向、有害鳥獣も少し関連があると思いますが、動物が目に触れ

るところに現れるという状況は、今後、環境審議会や緑の審議会などにも自然環境保全の視点でそういう影響に

つながっているのではないかという検討材料としても共有していただきたいと考えますが、見解を伺います。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

お話がありました、例えばカラスなどにつきましては、ねぐらを季節的に変化させるというところもありまし

て、先ほど言われましたとおり、道路ができたり開発事業などで森林が伐採されますと、そのねぐらがなくなっ

て市街地に出てくるということも考えられますので、自然環境と開発の関係も含めまして環境審議会でも情報提

供などしながら、ご審議していただき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 

一つ目は、エルフィンパーク活用事業、決算書が 120、123ページ、報告書が 58ページになりますが、政策評

価報告書で、要件等事業としている理由について伺います。事務事業評価総括表の中でも、これまで方針として

出されていた、市民に多様な憩いと集いの場のというところが事務事業評価総括の中では示されていなかったの

でその理由について伺います。 

もう一つは、住宅リフォーム支援事業、184から 187ページ、報告書が 56ページです。近年、木材や鉄材など

建築資材の高騰が世界的にも出ているが、この支援事業の拡大ということを考えていないのかということについ

て伺います。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長 

それでは、エルフィンパーク活用事業の関係でお答え申し上げたいと思います。 

まず、エルフィンパークの活用につきましては、これまでも市民の皆様に憩いと集いや交流促進などを含めて

イベントの場を提供してきましたとともに、市民サービスコーナーにおきまして、戸籍等各種証明の交付などの

行政サービスの向上に努めてきたところでございます。令和 2年度事務事業評価では、これまでの場の提供、サ

ービスの提供等に加えて、ボールパーク誘致に伴うＪＲ北広島駅の改修や北広島駅西口周辺の機能充実のほか、

観光等の市街来訪者向け案内機能の必要性など周辺環境の変化を含めて、前年度に引き続きエルフィンパークの

在り方を検討する必要があるとされたところでございます。 
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中川委員長 

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

私から住宅リフォーム支援事業についてご報告を申し上げます。 

まず、建設資材の高騰ということでご質問ございましたが、委員のお話のとおり、木材、あるいは、新型コロ

ナ感染拡大の影響によって、一部、資材等の上昇ということは、私どもも認識している状況でございます。ただ、

住宅政策の取組につきましては、住宅リフォームの支援のほかに中古住宅の利活用に向けてのリユース補助、空

き家解体費の助成、これらの各種事業の補助率や助成金額との均衡を図らせていただきながら、事業効果を維持

するものに設定させていただいているとこでございます。助成額などにつきましても、総合的に判断する必要が

あると認識している状況でございます。 

 

中川委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

住宅リフォーム支援事業についてですが、ほかの空き家等やリユース住宅などと兼ね合わせて検討していくと

いうことですが、先ほどから空き家等に関しては、ほかの委員からも質問出ていますが、件数が横ばいで、これ

までの助成額が 600万から 300万になり縮小されてきています。今、課長がおっしゃったように、兼ね合わせて

検討していくというところが、整合性が合わない気がしますが、その辺の認識をいま 1度伺います。 

エルフィンパークですが、いただいた資料では、2018年度までは大体 80％くらいの利用率で推移が見られてい

ました。そして、2019 年度になってからは 70％になり、昨年度はコロナ禍の関係もあって、大体 52.5％という

数値が出ています。これも今後の西口開発や駅の開発などと兼ね合わせて、市民が使いやすく活用しやすいよう

な場所づくりが必要だと思いますが、それについてお伺いします。2016 年度から見ていきますと利用団体数も

年々減ってきていますが利用団体数などの増加ということも考えながら、今後の在り方について検討していただ

きたいと思いますが、その辺についての認識を伺います。 

 

中川委員長 

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

住宅リフォームの支援事業につきましては、本市の住宅施策における各種事業について空き家等対策計画、関

連計画である都市計画マスタープラン、住生活基本計画に基づき空き家等の増加を抑制するために、新たに空き

家を発生しない取組、また、住み替えに係る支援などを通じて市民が安全で安心して暮らせることができる生活

環境を確保することを目的に実施している状況でございます。事業の効果の維持ということを踏まえて、効果的

な施策などを検討してまいりたいと考えています。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長 

エルフィンパークの関係でございますが、利用率はこの 5年間で、昨年についてはコロナ禍という状況もあっ
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て、86.7％から 52.5％まで下がっておりますが、今、市民の皆様が使いやすい施設ということで、ご意見いただ

いておりますが、そういう部分につきましては、まず、施設の管理者であります、建設部土木事務所が判断する

ことになると思いますが、道路という施設でもありますので、歩行者導線などの状況をもとにいろいろと判断し

ていただくと思いますが、私どもとしても貸出している側としてご意見等を協議の中でご報告させていただきた

いと思います。 

 

中川委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

エルフィンパークにつきましては、今後の開発事業に伴って市民団体とかとの協議や話し合い、懇談の場も設

けられるとは思いますので、市民課だけでなくて、課長がおっしゃっていましたように、他の部署とも協働し合

いながら、市民のための交流広場というところを最優先に考えていただきたいと思いますので、こちらは要望で

お願いいたします。 

住宅リフォームにつきましても、総合的な部分で一つの課だけでは済まないことだと思いますし、財政面につ

きましても企画財政部やほかの部署との兼ね合いも必要になってくると思います。定住人口を増やすということ

を含めても、支援事業の費用の拡大などを前向きに考えていただきたいと思いますが、具体的に考えているとい

うことがありましたらお知らせください。 

 

中川委員長 

山田課長。 

 

山田市民参加・住宅施策課長 

各課、いろいろな部署にわたっての定住施策ということについてお答え申し上げます。私ども住宅施策という

面で、先ほど来出ている住宅リフォームや、リユース補助、空き家解体の助成とこれについては毎年度、先ほ

どお話があったとおり、申請件数の上限に達しているという状況になっております。そういう意味ではニーズ

が高いと、私どもしっかり思っております。一方で、不動産業者などからは、本市の住宅については、土地が

なかなか見つからないということで苦労しているというお話もあります。また、空き家の部分、空き地の部分

でございますが、流動化を図るための事業というものを事業者と連携して、新たな定住者が生まれるような仕

組みつくりなども、現在の既存事業とあわせて支援も含めて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 

それでは簡潔に 7点ほどお聞きしたいと思います。 

まず、117 ページの交通安全推進事業についてです。これは昨年も聞いておりますが、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は輪厚中央で出来たときに、西部小学校の通学路にもなるという

ことを想定し、地元では信号機の設置を要望していましたが、両市道の交通量の変化が令和元年、令和 2 年と  

比べてどうだったのか。それと見通しを含めてどのような見解かをお聞きします。 

2点目、119ページの市民法律相談事業。令和 2年の事業の実績と毎回広報紙の掲載後どれくらいで、この法律
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の予約が埋まっているのかという状況をお知らせください。 

次に、街路灯整備支援事業。121 ページ。これは先ほど佐々木委員も聞きましたが、町内会自治会の電気代の

節減効果は、令和 2年度どうだったのか節減効果だけお答えください。 

次に 171ページ。札幌市里塚斎場火葬場利用サービス事業。令和 2年度の里塚斎場火葬場の利用実績、それか

ら北広島火葬場の利用実績はどうだったのかお答えください。 

次に、173 ページ、温暖化対策推進事業。本市として太陽光、給湯暖房システム、ペレットストーブ等々に対

しての助成をしておりますが、令和 2年度の申込み実績と効果はどのように捉えているのかお聞きします。 

次に 171ページ。有害鳥獣駆除対策、アライグマの質問がいろいろと出ていますが、アライグマの罠の貸出し

数は、令和 2年度どうだったのか、また、捕獲頭数をお聞きします。 

最後に清掃対策費で 173ページ。事業系の一般廃棄物の生ごみの収集目標は市として持っているわけですが、

令和 2年度はこの目標に対して達成度はどうだったのかお答えください。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長 

それでは、まず交通安全関係からお答え申し上げます。 

市道輪厚中の沢線の信号機設置を要望している交差点における 24時間の道路交通量につきまして、まず、交差

点の西側、国道 36号線側の上下交通量は平成 28年 9月 6日調査では 4,275台が令和 2年 9月 1日調査では 4,216

台、直近では、速報値で令和 3年 9月 1日の調査では 5,106台となっており、令和 2年度の比較では 890台の増

加となっております。また、交差点の東側、中の沢方面側からの上下交通量は平成 28年調査で 3,784台、令和 2

年調査では 4,357台。同じく速報値ですが、令和 3年 9月 1日の調査では 4,429台と令和 2年度の比較ではこち

らは 72 台の増加となっております。信号機設置の条件というのが主道路の自動車等往復交通量が最大となる 1

時間の交通量が 300台以上等という規定もありまして、そういう部分も含めまして、今後も設置に向けて北海道

警察及びや公安委員会等に含めまして引き続き要望してまいりたいと思います。 

次に、市民法律相談事業の実績ついてお答え申し上げます。市民法律相談につきましては、原則月 2回、第 2、

第 4 木曜日に行いまして、1 回の開催につき定員 6 名として行っております。令和 2 年度におきましては、年間

21回開催し、定員 126名のところ 100名の方が相談を受けられ、そのうち定員に達した回数は 7回となっており

ます。毎月の広報 1日号で周知して、受け付けをしておりますが、定員に達した 7回のうち、第 2木曜日の実施

回については、平均で 5日程度、第 4木曜日の実施会につきましては、平均 21日程度で定員に達する状況となっ

ております。 

続きまして、ＬＥＤ灯の関係ついてお答え申し上げます。まず、普及率は令和 2年度末現在、6,155灯のうち、

ＬＥＤとは 5,525台の 5灯で、89.8％となっております。電気代につきましては、年間の電気料金総額は 2, 071

万 7,966 円となっておりまして、そのうち、北広島市の補助額は、1,135 万 4,300 円。また、維持管理団体の負

担は、936万 3,666円になっております。年間の電気料金総額では、令和元年度と比較いたしまして、232万 7,620

円下がっております。市の補助額は 170万 800円、団体負担額は 62万 6,820円、前年度に比べて下がっており、

節減されたものという状況でございます。 

 

中川委員長 

阿部課長。 
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阿部環境課長 

私からは後半の 4点についてお答えいたします。 

最初に、札幌市里塚斎場火葬場利用サービス事業についてですが、令和 2年度の里塚斎場火葬場、北広島火葬

場の利用実績につきましては、火葬許可件数 656 件のうち、里塚斎場火葬場の利用実績は 467 件で全体の 71％、

北広島火葬場の利用実績は 169件で 26％、その他 20件の 3％となっております。 

次に、温暖化対策推進事業についてついてお答え申し上げます。令和 2年度の補助実績につきましては、太陽

光発電システムが補助枠、実績ともに 12件で 170万 8,000円、高効率給湯暖房機が補助枠 20件で補助実績が 16

件で 48万円、ペレットストーブが補助枠は 2件で、実績がゼロとなっております。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の支援をすることにより、温暖化の防止を図るものとなってお

り、これまでの合計で、太陽光発電システムが 264件、高効率給湯暖房機が 132件、ペレットストーブが 5件の

導入の支援をしたところでございます。 

次に、有害鳥獣駆除対策事業について、お答え申し上げます。令和 2年度におけるアライグマの箱わなの貸出

し数につきましては、農家を中心に 50戸の箱わなを貸出しており、捕獲頭数につきましては 213頭の捕獲をして

おります。  

続きまして、清掃対策費の事業系廃棄物の生ごみについて、お答え申し上げます。令和 2年度の生ごみ収集の

目標と達成度につきましては、昨年度におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりまして、事

業所訪問は控えまして、許可業者を通じて、生ごみの分別について周知を行っておりますが、計画値 957トンに

対して実績値は 389トンとなっており、達成度としては約 41％と前年度からほぼ横ばいの状況となってございま

す。 

 

中川委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

再質問を 3点ほどします。 

市民法律相談事業ですが、以前から見ると年間通して相談件数が徐々に減ってきていように見えるのですが、

今後の進め方として年間の受付件数を減らす、もしくは 1件当たりの相談時間を少し長くするなど、この事業の

中身を見直すということも必要でないかと思いますが、担当課としてはどのような見解を持っているかお聞きし

ます。 

それから、温暖化対策推進事業ではペレットストーブ等々あまり応募がないということで、メニューの中で応

募のないものは省いて、それ以外のもので増やせるものは増やすなど、中身の見直しは必要ではないかと思うの

ですが、見解はどうなのかをお聞きします。 

それから、有害鳥獣駆除のアライグマの罠の貸し出しは 50個ということですが、借りる方は同じ時期に農作物

が収穫時期を迎えるということで収穫前に罠を仕掛けたいと思いますが、その時に貸出しがピークを迎えること

で、50個という罠の数が貸出しの対応に応じられているのかお聞きします。 

 

中川委員長 

志村課長。 

 

志村市民課長 

市民法律相談の関係でお答え申し上げます。 

利用率つきましては、平成 30 年ではおおむね 86％、令和元年度は 92％、令和 2 年度につきましては 79％と、
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80％台で推移しているところであります。また、令和 3年度においても受付するお声は結構いただいております

ので、直ちに、件数を減らですとか、そういうことはなかなか難しいものと考えていますし、また、現在のコロ

ナ禍の状況でいろいろな法律に相談せざるを得ない状況の皆様もいらっしゃいますので当面は続けさせていただ

きたいと考えております。 

 

中川委員長 

阿部課長。 

 

阿部環境課長 

まず、温暖化対策推進事業における補助の中身の見直しについてお答え申し上げます。補助の内容につきまし

ては、補助対象ですとか、補助件数については各年度見直しを行っております。ただ、中にはペレットストーブ

のようにゼロ件というものもございますが、灯油などよりも経済的に不利なところがあるというところもありま

して普及が進まないというところもありますが、温暖化対策にも寄与するものであり、木材の資源化というとこ

ろもありますので、今後もできれば引き続き継続していきたいと考えております。全体的な見直しとしましては、

今後も必要に応じて行っていきたいと考えてございます。 

それから、アライグマの収穫時期が重なって足りない時期があるのではないかというところですが、委員おっ

しゃられるとおり、やはり農作物の収穫時期が同じ時期になってしまいますので、箱わなの需要についても重な

ってしまうというところがありまして、時期によっては足りないという部分もございます。農政の所管部署とも

連携をしながら、できるだけ捕獲頭数を増やしていけるように対応し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、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、総務費の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、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環境衛生費、火葬場管理費、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、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 37分 休 憩 

午前 11時 38分 再 開 

 

中川委員長 

休憩を解き、再開いたします。 

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

小田島委員。 

 

小田島委員 

まず、1点目でございますが、ふれあい温泉事業、決算書 133ページ、報告書 22ページです。この事業内容に

ついてお伺いをしたいと思います。前にも聞いたことありまして、対象に対する実人数が少ないということもあ



R3.09.28【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

23 

 

りましたが、その事業内容は 3か所ごとの利用実績というのがどのようになってきているのか。延べ数は報告書

に書いてありますが、実人数などについてお伺いをしたいと思います。 

それから、159 ページ未熟児養育医療給付事業でございますが、北広島市では約 250 から 350 の出生があると

思いますが、その中でこの養育医療を利用したその実績、出現率などについてお伺いをしたいと思います。 

 

中川委員長 

工藤高齢者支援課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

ふれあい温泉事業についてお答えいたします。 

ふれあい温泉事業の令和 2 年度の利用実人数は 2,224 人で、高齢者人口に占める割合は 11.6％となっており、

前年度と比較し、実人数は 1,545人の減、高齢者人口に占める割合は 8.4％の減となっております。 

次に利用延べ人数につきましては 1万 3,452人で、前年度と比較し 8,847人の減となっております。施設ごと

の利用延べ人数につきましては、竹山高原温泉は 7,783人で、前年度と比較し 3,745人の減。クラッセホテル楓

楓は 3,166人で 2,504人の減、森の湯は 2,503人で 2,598人の減となっております。 

 

中川委員長 

林保険年金課長。 

 

林保険年金課長 

それでは、私からお答え申し上げます。 

令和 2年度における未熟児養育医療給付事業の実績についてですが、受給者数は 11人、給付額は 289万 3,000

円となっております。 

次に出生数に対する受給者の割合についてですが、本市の出生数が 262 人であることから 4.2％となります。

また、11人のうち 8人、割合としては 3.1％が令和 2年度に新規の受給者とな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 

まず、ふれあい温泉事業でございますが、実績がコロナ禍の影響だと思われますが、令和 2年度は 11.6％とい

うことで本当に減ってきていると思います。対象が 65歳以上でしたら 1万 9,000人くらいいますから、この事業

を長くやっているようでございますが、これらの部分について、今後、ニーズ調査などの考え方も問われてくる

のかと思います。私は前の一般質問でも、この事業を生かしていただいてボールパークが出来て、温泉が出来た

ら助成の追加を検討してくださいということもお伝えしていたこともありましたが、この事業評価というところ

で言いますと、事業として継続できる水準みたいなものはどの程度であれば維持が可能と捉えているのかお聞き

します。また、事業協力者 3社ありますが、この事業をどのように捉えているか、事業者の声はどのように把握

しているのか、もし分かるのであればお聞きをします。 

もう一つ、日帰りで温泉に行きますと、スタンプカードがあって 10回くらい利用したら 1回の入浴料が無料に

なるという事業がございます。この 3か所のある施設では、定額で入った方についてはスタンプ押しますが、こ

の事業の補助券と差額を出して入った方についてはスタンプ押しませんということです。事業者には定額が入っ

てくる。事務費も含めて入るのに、なぜそのようなサービスをしないのかと利用者の数名から不満をお聞きして
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おります。市としては、その状況を捉えているのかお聞きします。市としてそういう状況を捉えているのかどう

なのかお聞きをします。 

それと、未熟児の養育医療の関係で言いますと、思ったより利用している方が多い件数だと思います。これは

医療のところのセクションかどうかわかりませんが、妊娠から出産をするまでの過程の中で、未熟児にならない

ようにする、いろいろな施策、対応、フォローがあると思いますが、この 11人でいうと未熟児療育医療の中で、

低所得というのか生活が特に状況が悪いなど、色々なことがあるかなと思いますがその辺の把握はされているの

かどうなのか、お聞きしたいと思います。 

 

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。 

令和 2年 2月以降、例年の 6割程度の利用者数で推移しておりまして、新型コロナウイルス感染症の影響によ

るものと捉えております。事業の維持可能なベースにつきましては、設けていないところでございますが、新型

コロナウイルス感染症が落ちついた際には、事業所の声も聞きながら、多くの方にご利用いただけるよう、事業

のＰＲ方法や今後の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。  

スタンプカードの件につきましては、あくまでも施設側が決めることでございますが、そのような市民の声が

あるということは事業所にお伝えしたいと思います。 

 

中川委員長 

影久健康推進課長。 

 

影久健康推進課長 

未熟児の出生を予防するための対策についてお答え申し上げます。 

妊娠届出時の面接の際に、妊娠期の栄養バランスと妊娠する前の肥満度から算出した妊娠期間中の適切な体重

増加量について保健指導をしております。また、マタニティースクールにおいて、胎児の発育のために、妊婦が

1日に何をどれだけ食べると良いのかをお伝えしております。2,500グラム未満で出生した低出生体重児は、将来

の生活習慣病のリスクが高いことが分かっておりますので、子どもが健康に生まれ育つよう、若い女性の痩せや

妊娠中の高血圧や高血糖、食生活のバランスの改善など、予防が可能な対策について取組んでおります。 

 

中川委員長 

小田島委員。 

 

 

小田島委員 

ふれあい温泉事業、コロナ禍が落ちついてから事業者にいろいろとお話聞くということですが、コロナ禍は大

分落ち着いてきていますが、終息には何年かかるか分かりません。このように冷え込んでいるところに、この事

業が本当に歓迎されているのかどうかも含めて、事業者にタイムリーにお聞きしたほうが私はよろしいのかなと

思います。答えは要りませんが、そういうスタンスで臨んでいただきたいと思います。 

スタンプカードについては、やはり事業者が決めることですが、温泉事業があるからスタンプを押さないなど

はおかしいと思います。均衡性なども含めて、そういう声があったということを強くお伝えいただければありが
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たいと思います。 

あと、未熟児の関係は十分な保健指導の中で、低体重児を出産しないような取組ということで、この事業で北

広島市では 2,000グラム以下でしょうか。健康な赤ちゃんを産めるような対策をこれからも引き続き行っていた

だきたいことを要望しておきたいと思います。 

 

中川委員長 

 答弁はよろしいですね。 

ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

私からは、生活保護費等支給事業、決算書では 161ページになりますが、生活保護を受給するにあたって、扶

養照会が行われていると思いますが、この対象年度の対象者数、扶養照会の照会数、どういう方に扶養照会を行

っているか実情をお知らせいただきたいと思います。 

 

中川委員長 

鈴木福祉課長。 

 

鈴木福祉課長 

令和 2 年度開始件数は 80 件ございました。80 件のうち、扶養義務者の総数は 281 人。扶養照会を実施した人

数は 134人となっております。照会先の属性といたしましては、親が 29人、子供が 54人、兄弟が 50人。前夫が

1人となっております。 

 

中川委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

扶養照会ですが、281 人のうち 134 人にされているということですが、一つは半分くらいしかされてないので

すが、されてない理由と 134人に扶養照会されたうち扶養をしますということで扶養照会の効果が出てきたのは

どのくらいでしょうか。 

 

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、281人の扶養義務者がいらっしゃって、その中で 134人まで絞られた理由ですが、10年以上交流のない

扶養義務者、70歳以上の高齢の方、それから後々ＤＶの可能性がある前夫の方等は除いておりまして、申請者本

人と話合いをしながら、この方々には照会出来ないなという方は除きまして、134人という形になっております。

134人に照会した結果、回答があったのは 103名、その中で金銭的支援が可能な方は 2名となっております。 
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中川委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

134人照会したうち、103人から回答が来たわけですが、金銭的援助が可能な方が 2人しか居ないという事で、

効果としてどうなのかということがあります。私どもは、そもそも扶養照会自体が要らないということ、国会の

色々な中でも扶養照会は義務ではないということがあります。これは扶養照会することによって、生活保護がな

かなか受けづらくなるという心理的な面も多いのでやめるべきだと思いますが、実際やってみて 103人のうち僅

か 2人だけしか金銭的な支援の答えがないということが、全国的にこれまでの傾向はどうだったのでしょうか。 

 

中川委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

扶養照会の結果の金銭的支援ができる方の全国的な割合ですが、2017年の厚生労働省の調査では、金銭的支援

が可能な人の割合は約 1.45％となっております。北広島市としても扶養照会につきましては、先ほど申し上げた

とおり、かなり回答率が低いですが、金銭的な援助のみでなく、精神的な支援という部分につきましても照会し

ております。国からの通知である生活保護法による保護の実施要領に基づいて扶養照会を実施しているところで

す。 

 

中川委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

私からは 2点質問します。 

まず 1点目、障がい福祉サービス等事業、決算書 139ページ、報告書が 21ページ。これに関しましては、支給

決定障がい者が令和元年度 698人で、令和 2年度は 724人。支給決定障がい児は 263名から 287名とそれぞれ増

加しております。障がい者や障がい児が 1年でこれだけ増えるということは、基本的にはなかなか考えにくい部

分がありますが、その理由はどうなのかまずお尋ねします。 

次に、福祉人材確保対策事業、決算書 135ページ、報告書が 23ページです。新規就労者が、令和元年度 76名

から令和 2年度 97名と増加しておりますが、これは事業の効果とも考えられます。そこで、市内の事業所勤務の

ため、市外から転入した人の数が捉えられているでしょうか。また、新規就労から 6ヶ月の継続勤務者の数は、

どうなのかお尋ねします。 

 

中川委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

一つ目の質問にお答えいたします。 

障がい者が増えている理由としては大きく 3つ捉えておりまして、その中の一つが、平成 26年から市独自の制

度で実施している障がい児通所支援に係る利用者負担の助成制度、このサービスを利用するために申請者が増え

ているというのが一つ。 
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もう一つは、市の人口は少しずつ減っていますが、高齢者が増えています。高齢化に伴い、高齢障がい者の人

口が増加しておりまして、加齢に伴う身体機能の低下や、中高齢期に生じた心臓や腎臓等の疾病に起因して障害

者手帳を申請する方が増えているということです。 

三つ目は全国的な話だと思うのですが、発達障がいや精神障がいなど、障がい者に対して社会全体の認識、理

解が広がって、医療機関で障がいに関する相談をする人が増加していることも要因と考えられます。本市に限ら

ず、全国的に障がいの認定というのは増えております。 

 

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お答えいたします。 

就労支援金の令和 2 年度実績におきまして、市外からの転入加算該当者は 11 人、6 ヶ月継続勤務該当者は 80

人となっております。 

 

中川委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

再質問いたします。 

まず、最初の障がい福祉サービス等事業、これに関しては質問というよりは意見ですが、制度の周知というの

が一番の問題でして、今まで制度を知らなかった、例えば介護認定を受けている方でも、同時に障がい認定を受

けているとか、がんに罹患した方が重度になって、そういう方も障がい認定とか受けられることもあります。   

やはり、こういう公共の制度というのは告知が非常に大事だと思いますので、これからも幅広く告知に努めてい

ただくようお願い申し上げます。 

2 点目の福祉人材確保事業ですが、コロナ禍において新規就労者というのが、簡単に言えば失業していた方と

かの就職の受皿になっていたのではないかと私は思いますが、市はどのように考えているかお尋ねします。 

 

中川委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

新規就労者の増加の要因につきましては、正確な分析は出来ておりませんが、事業者からは福祉分野以外の業

界からの人材流入についてはそれほど多くない、仕事から離れていた方が復職するケースが多いという声を伺っ

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 

取りあえず、コロナ禍の状況でますます仕事がなくなる人も増える可能性があると思いますので、受皿として

は非常に重要だと思います。こちらに関しても、やはり制度の告知とか十分広げていただけるようにお願い申し
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上げます。 

 

中川委員長 

答弁はよろしいですね。以上で、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） 

午後 1時、13時まで休憩といたします。 

 

午前 11時 58分 休 憩 

午後 12時 59分 再 開 

 

桜井副委員長 

休憩を解き、再開いたします。 

午前中の民生費、子ども発達支援センター費を除く社会福祉費、医療給付費、生活保護費の質疑 を引き続き

行います。 

青木委員。 

 

青木委員 

私からは、二つの項目について質問させていただきます。 

一つ目、福祉バス運行事業について、決算書 135ページ、報告書 14ページです。福祉バスの運行について、新

型コロナウイルス流行前と、比較をしてどのくらい利用頻度の変化があるのか示していただきたいと思います。 

二つ目は、老人クラブ活動支援事業について、決算書 133ページ、報告書 22ページになります。報告書の説明

を見ますと事業費及び活動費補助ということになっておりますが、具体的な内訳についてお尋ねをいたします。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

福祉バス運行事業についてですが、コロナ禍前の令和元年度の年間運行台数は 353 台、延べ利用人数は 8,477

人となっております。コロナ禍の令和 2年度は運行台数が 101台、延べ利用者が 1,449人となっております。利

用台数、利用者ともに減少となった理由としましては、緊急事態宣言の発出、まん延防止等重点措置の措置区域

に指定されたこと等に伴い、福祉バスを運休したことが要因と考えております。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

老人クラブ活動支援事業についてお答えいたします。 

本事業は北広島市老人クラブ連合会に対し補助金を交付しておりますが、事業費及び活動費補助の内訳につき

ましては、連合会が主催する事業、連合会の運営事業及び単位老人クラブに対する助成事業に要する経費の一部

補助となっております。 
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桜井副委員長 

青木委員。 

 

青木委員 

再質問させていただきたいと思います。 

まず、福祉バス運行事業ですが、現在、国でコロナ禍における行動制限緩和の一環としまして、コロナワクチ

ン接種証明、もしくはＰＣＲ検査による陰性証明の提示というようなものも検討されておりまが、今後、福祉バ

スの利用に際して、このような制度を導入していくお考えがあるのかどうかをお聞きいたします。 

それと、老人クラブ活動支援事業ですが補助金額については、どのような査定方法で算出されているのかを伺

います。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

再質問にお答えいたします。 

青木委員のおっしゃった、接種証明書やワクチンパスポートなどの提示は現段階では考えていないところです。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

老人クラブ活動支援事業についてお答えいたします。 

補助金の算出基準についてでありますが、連合会が主催する事業ではパークゴルフ大会や演芸文化祭などに要

する経費、連合会の運営事業では北海道の補助基準に基づく事務費のほか、北海道老人クラブ連合会への負担金

や、事務局強化を目的とした加算金、単位老人クラブに対する助成事業では北海道の補助事業に基づく各単位老

人クラブへの定額の助成金に加え、活動促進のために加入会員数に応じた加算金を補助金の算出根拠としており

ます。 

 

桜井副委員長 

 ほかに、ございませんか。 

 永井委員。 

  

永井委員 

まず、避難行動要支援者対策事業について伺います。決算書が 128ページからで、報告書が 13ページです。こ

ちらは要支援者の個別避難計画作成の進捗状況について伺います。 

次に、決算書 133ページから、報告書が 22ページの高齢者支援サービス事業ですが、こちらは 2020年度で事

業廃止ということになっていますが、各サービス事業の検証と再検討の事業項目について、日常生活用具給付の

利用件数が少ないという理由から、第 8期介護保険計画では在り方を検討するということになっていますが、こ

の必要性について認識、見解を伺います。 

続きまして、子ども医療費助成事業ですが、157ページから、報告書が 26ページです。助成事業の拡充につい

て伺います。9 月 7 日の厚労省の調査公表からは、助成している全国で 1,741 自治体、高校卒業まで拡充してい
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る自治体が約半数ということが、新聞記事にも載っておりました。高校卒業までの助成が普通になってきている

ことからも、当市でも拡充を検討していくべきだと考えますのでそれについてのお考えを伺います。 

続きまして、福祉人材確保対策事業、決算書が 135ページで報告書が 23ページです。こちらは、先ほど人数な

ど述べられておりましたので、私からはオンライン就職相談会について、コロナ禍の中でこのようなオンライン

での相談会が行われたと認識しておりますが、実績がゼロだったという事で成果が出なかったのかというところ

がありますが、そちらの理由をどのように考えているのかということと、今後の話になってしまいますが、相談

会の方法を工夫していくべきじゃないかと思いますが、それについて伺います。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

避難行動要支援者対策事業の進捗状況ということでお答えいたします。 

9 月 1 日付で協定の締結が行われていない町内会、自治会長へ協力を依頼いたしまして、三つの町内会、自治

会と協定締結を行い、締結済みの団体は現在 43団体となっているところでございます。個別避難計画の進捗状況

といたしましては、昨年から続く、新型コロナウイルス感染症の影響もございまして、自宅での面談が必要な計

画となっておりますので、策定が進んでいない状況となっております。今年度におきましてはハザードマップに

おける水害のおそれのある地区から優先して、個別避難計画の作成を取り組んでいきたいと考えているところで

す。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

高齢者支援サービス事業と福祉人材確保対策事業についてお答えいたします。 

初めに、高齢者支援サービス事業についてでありますが、日常生活用具の給付につきましては、心身機能の低

下により防火の配慮が必要であるひとり暮らしの高齢者等に対し、電磁調理器、火災報知機、自動消火器の給付

を行っていた事業であります。高齢者支援センターやケアマネジャーを通じ、事業の周知を行ってまいりました

が、電磁調理器については平成 26年度以降、火災報知機については平成 24年度以降、自動消火器については昨

年度 1件の実績がありましたが、平成 24年度から令和元年度まで実績がなかった状況であり、また、毎年実施し

ております高齢者生活実態調査における日常生活への困り事においても、これらに関する相談はなかった状況で

ありますことから、必要性は低いということで、昨年度、保健福祉計画検討委員会の審議を経て、令和 2年度で

廃止したところであります。 

続きまして、福祉人材確保対策事業についてでありますが、オンライン就職相談会につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年度、新たな取組として実施いたしました。22の事業者に参加いただ

き、周知につきましては市の広報紙やホームページのほか、ハローワークや近隣の大学、専門学校等でのチラシ

の配布、フリーペーパーへの掲載等を行ってきましたが、相談会の実施には結びつかなかったところでございま

す。今後の就職相談会の実施方法につきましては、例えば、福祉の仕事に興味を持ってもらう仕掛けなどを考え

つつ、事業所の協力が必要不可欠ですので、引き続き、事業所と連携して進めてまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

林保険年金課長。 
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林保険年金課長 

私からは、子ども医療費助成事業についてお答え申し上げます。 

子ども医療費助成事業につきましては、北海道医療給付事業を基本とし、市独自で小中学生の通院医療費まで

助成を拡大、3 割の自己負担を 1 割の負担となるよう助成を行ってきたところでありますが、限られた財源の中

で長期的な見通しを持って、制度の安定的な実施に努めていく必要があるとものと考えておりますことから、現

在の助成制度を継続してまいりたいと考えております。  

 

桜井副委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

まず、子ども医療費助成事業ですが、私ども共産党も毎年、石狩振興局や対道交渉などで、道自体が子ども医

療費の助成事業を拡充するべきだということの要請を出しています。道は国でやることだからという理由でなか

なか進まないのですが、全国市長会では当市でも毎年、国に要望要請しているということですが、道内の地方自

治体の市長から道への要請っていうのはどのように行われているのか伺います。 

福祉人材確保については分かりました。今後も引き続き、事業所も人材確保ということで苦労されていると思

いますので、継続してやっていっていただきたいと思います。  

高齢者支援サービス事業ですが、こちらの件数や相談自体の減少傾向があるっていうことですが、高齢化が進

んでいる中でこのように減少しているという理由はどのように考えているのか伺います。 

避難行動要支援者対策ですが、なかなか町内会との協議が進まないということですが、やはり当市では水害が

主な災害になるのかとは思いますが、町内会自体もその高齢化が進んでいる中で、30代、40代への動ける方々へ

の働きかけというのが、言葉では悪いですが、町内会に任せっきりに感じるので、やはり市からも働きかけをす

るべきではないかと思います。その辺の取組を進めていくべきだと思いますので、お考えを伺います。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

子ども医療費助成事業の関係につきましては、資料で確認できる範囲では平成 23年度に帯広市が平成 24年度

に本市が要望を出しているところでございます。 

 

桜井副委員長 

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お答えいたします。 

ニーズというところですが、電磁調理器につきましては、使いなれている器具からの変更に抵抗があるという

声も聞いているところでございます。また、火災報知機につきましては既存の緊急通報装置事業においてオプシ

ョンでつけることも出来ますので、そちらでの対応が可能かと考えております。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。  
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鈴木福祉課長 

避難行動要支援者について、お答えいたします。 

今、永井委員がおっしゃったとおり、個別の避難計画を進める上での課題として、1 番大きな問題になってい

るのが避難支援者の確保となっております。課題解決に向けた方策としては町内会自治会を初めとする関係機関

と連携を図りながら、市も前面に出て避難支援者の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

永井委員。 

 

永井委員   

避難行動要支援者につきましては、やはり責任の重さなどを感じてなかなか踏み切れなという、自治体の会長、

町内会の会長さんもいらっしゃると思いますので、最終的な責任の所在というのは、市にあるということははっ

きり知らせていくべきだと思いますので見解を伺います。 

高齢者支援サービスですが、これまで取組んできた事業項目が減少している傾向であるということなので、今

後、どのような項目が必要とされているのかということも検証していくべきだと思いますがどのようにお考えで

しょうか。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長   

避難支援者の確保についてですが、やはり支援者に名前を連ねるということは、責任を皆さんお感じになられ

るので、なかなか言い出せない方もいらっしゃると思いますので、説明しながら合意を得ていきたいと考えてお

ります。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

高齢者支援サービスの事業につきましては、基本的には高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中で、検討

を行っていくものと考えておりますので、次の第 9期の策定において、市民の声、ニーズ調査も踏まえて実施可

能なサービスがあれば検討していきたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

2点伺います。 

まず、障がい者自動車運転免許取得改造事業について伺います。決算書は 135ページ、報告書は 18ページです。

こちらの助成を利用して取得する方々の年代と、免許の取得はどこの教習所とか指定があるのかどうかについて

伺います。 
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次に、障害福祉サービス事業について伺います。決算書 139ページ、報告書は 21ページです。利用者負担、利

用者への負担分の助成が行われていますが、この助成について、児童 生徒一人当たりの大体の平均の助成額を

伺います。また、助成を受けるに当たっての手続はどのような流れになるのか伺います。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

まず、障がい者自動車運転免許取得及び改造事業の令和 2年度の対象者についてですが、運転免許の改造につ

きましては、60代の方が 1名利用されております。運転免許の取得につきましては、20代の方が 1名利用されて

おります。いずれにしても市内に住所を有する方が条件となるものですから、市内の北広島自動車学校、新札幌

自動車学園、恵庭自動車学校等、過去にはそういうところで取られております。 

続きまして、障がい福祉サービス事業ですが、令和 2 年度の平均の金額ですが、助成額は全体で 733 万 1,209

円。対象児童数が 209名、一人当たりの助成額は約 3万 5,078円となっております。この助成の仕組みですが、

児童福祉法で定められている、障がい児通所支援等に係る利用者負担を助成する事業となっておりまして、手続

としては利用者負担助成金交付申請書を書いていただくだけということになっております。 

 

桜井副委員長 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員   

再質問します。 

まず、障がい者自動車運転免許取得改造事業についてですが、こちらは障がいをお持ちの方の免許取得や車を

乗るというところへの助成ということで、助かっていることと思います。 

どの程度の負担軽減になっているかという視点で質問します。 

助成額は上限 10万円という設定があると思いますが、障がいの方の運転免許の取得費用ですとか、改造自動車

の費用は大体どのくらいの費用が掛かるのでしょうか。手続の際に把握されていることと思いますので伺います。 

それから、児童障がい福祉サービス事業についてです。本市における児童デイサービス事業所は、この間も  

事業所を開設した経過があると思いますが、市としての充足状況はどのように認識しているのかを伺います。   

また、新たな開設予定について把握している情報はあるのか伺います。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

再質問にお答えいたします。 

鶴谷委員のおっしゃったとおり、運転免許取得事業及び改造事業ということで、一人当たり 10万円の上限金額

となっておりますが、運転免許の取得は 30万円以上かかります。改造についても 10万を下回るというような話

は聞いておりませんので、ほぼ 10万円の支援を受けているのかと考えているところです。 

次に、障がい福祉サービス事業についてお答えいたします。これらのサービスを提供する団体の許認可権が北

海道にございまして、地域の事業者数の充足率をもとに北海道で総量規制等を行っているところです。現在のと

ころ市内で新たな事業所の開設予定は伺っていないところでございます。 
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桜井副委員長  

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

児童デイサービスについて再々質問します。 

児童デイサービスの利用は、子どもの発育、発達の状況から保護者の方が検診などで相談など医療機関の受診、

お薬の処方、療育手帳の申請の様々なステップを経て、本市の利用の助成制度についても情報が周知によって届

けられ、そういうことも含めて判断して利用していくものであると私は考えています。約 10年間ほどですが、私

が子育て支援で出会った保護者の方から、子どもの発育で心配や不安なことについてお話を伺う機会がありまし

た。子どもの発達に関して、検診や医療機関で療育や児童デイサービスの利用も受けられるようにと善意でお話

を進めてもらっているというのは重々分かっていても、やはり、検査通院とか診断とか薬の服用が、自分の子ど

もにとって本当に必要なのか、親としてのその状況を受け入れて判断をすることにすごく悩まれるという方と活

動の中で出会ってきました。児童デイサービスは、市の助成があり負担がないので利用しようと、その利用があ

りきので受診に向かうというのは望ましくないと、私は考えます。やはり、適正な児童デイサービスの必要性、

運営されている内容、状況の把握についても、市の担当部署としてしっかり把握して事業を進めていただきたい

と考えますが、担当部署としての見解を伺います。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

再々質問にお答えいたします。 

鶴谷委員のおっしゃったような、例えば自分のお子さんが、障がいかもしれない状態のときに、周りからそう

いうところを進められても、親としては、そこまで分切りがつかないという話は私もよく伺います。 

 

桜井副委員長 

暫時休憩致します。 

 

午後 1時 23分 休 憩 

午後 1時 23分 再 開 

桜井副委員長 

休憩を解き再開いたします。 

引き続き、答弁をお願いします。 

 

鈴木福祉課長   

先ほどの話に戻りますが、児童デイサービスの事業所の数については、ここ数年バランスがとれていると考え

ておりまして、需要と供給のアンバランスさはなくて保護者や児童にとっては、障がい特性に応じた事業所選び

ができる環境になっていると考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

佐々木委員。 
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佐々木委員 

私からは 2点お伺いいたします。 

まず、働きづらさを抱える方々への就労支援事業について伺います。報告書は 13ページです。働きづらさを抱

える方から相談をいただいたときに使えるカードが一つ増えるのかなというところで注目していたのですが、新

型コロナウイルス感染拡大の影響によって事業が中止になったとのことです。単なる中止ではなく、コロナ禍が

落ち着いたときに動き出すために、企業情報の収集などできることがあったのではないかと考えるのですが、中

止を決めたのは、いつの段階だったのか伺います。 

もう一つは、ミニデイサービス支援事業です。決算書 133ページ、報告書 22ページです。感染拡大防止のため

に活動が停滞してしまったミニデイサービスもあったようです。各団体からどのような相談があったのか、感染

防止策に対して活動をどのように支援したのか、コロナ禍の中で活動休止という状態に至る団体があったかどう

か伺います。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

働きづらさを抱える方々への就労支援事業ということで、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりま

して、支援対象者の把握や接触が難しくなったこと、それから、支援対象者を受入れてくれる企業の開拓が困難

になったことなどにより、昨年 10月の段階で北海道が事業の中止を判断したものであります。企業情報の収集に

つきましてもその時点で中止となっているところです。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長  

ミニデイサービス支援事業についてお答えいたします。 

ミニデイサービス支援事業の登録団体からは、コロナ禍での開催可否の判断に関することや、開催に当たって

配慮すべきことなどの相談があったところであります。 

次に、解散、休止した団体数につきましては、令和 2 年度は、ミニデイサービスで 5 団体、いきいきサロン 2

団体が解散、また、ミニデイサービス 8団体が休止した状況でありました。 

次に、活動再開への支援につきましては、市が作成した地域コミュニティ活動ガイドラインや、活動実施に関

するパンフレット等の情報提供を行ったほか、団体への助成金につきまして、感染症対策のため規模を縮小して

実施した場合にも助成対象となるよう、助成要件である実施回数、参加人数、実施時間の基準を緩和したところ

であります。 

 

桜井副委員長 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

再質問いたします。 

働きづらさを抱える方々への就労支援事業について、コロナ禍が落ちついた際に、こちらの事業を再開する予

定があるか確認いたします。 
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ミニデイサービス支援事業について、団体助成の条件を緩和したということで、人数や時間とかがコロナ禍の

前ほど出来なくても対象になるということで、このような影響は続いていますので、団体の助成の条件緩和が続

いているのかを確認いたします。 

 

桜井副委員長 

鈴木課長。 

 

鈴木福祉課長 

再質問にお答えいたします。 

働きづらさを抱える方々への就労支援事業ということで、コロナ禍が落ちついた後ということですが、当該事

業につきましては、当初令和 2年、令和 3年の 2年間で実施する予定でありましたが、新型コロナウイルス感染

症の影響により北海道が事業の中止を決定しておりますので、再開については現在のところ考えていないところ

です。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

ミニデイサービス支援事業についてお答えいたします。助成要件の緩和につきましては今年度も継続している

ところであります。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

それでは、1点だけ質問します。 

133 ページのふれあい温泉事業で何人かの方からも質問がでましたが、冬の送迎バスとして福祉バスを利用し

て、ふれあい温泉事業を行っていますが、令和 2年度の施設ごとの利用人数の実態をお答えください。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

ふれあい温泉事業の冬季間における温泉施設行の福祉バスの運行につきましては、例年 11月から 4月までの 6

か月間で 72日、1日 2往復運行しておりますが、令和 2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 4月の運行を中止いたしました。 

次に、施設ごとの利用者数につきましては、竹山高原温泉行きが 266人、クラッセホテル行きが 57人、森のゆ

行きが 198人で合計 521人の利用となっております。前年度と比較しますと、竹山高原温泉では 148人の減、ク

ラッセホテルでは 6人の減、森のゆでは 74人の減であり、合計では 228人で 30.4％の減となっております。 
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桜井副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

送迎バスのときに、乗車人数で車内が密になるほど乗ったようなケースはあったのでしょうか。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

福祉バスの利用につきましては、そのような密の状態になったケースはなかったと伺っております。 

 

桜井副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

最後に確認の意味で、日本ハムファイターズの新球場で、温泉施設を建設中ということで報道もされています

が、令和 5年度から温泉がオープンと思うのですが、市としてはふれあい温泉事業の対象施設として組み入れる

予定なのかお聞きしたいと思います。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

ボールパークの温泉施設につきましては、入浴料等の事業内容が明らかになった段階で事業所と協議をしてま

いりたいと考えておりますが、ボールパーク開業時には結論が出るよう進めてまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかにご質問がある方はいらっしゃいますか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

では、以上で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、民生費の子ども発達支援センター費を除く、社会福祉費、医療給付費、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。 

 

午後 1時 32分 休 憩 

午後 1時 33分 再 開 

 

桜井副委員長 

休憩を解き、再開いたします。 
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次に、衛生費の保健衛生費の保健衛生総務費、健康推進費 の質疑を行います。 

山本委員。 

 

山本委員 

私からは、決算書 161ページの救急医療推進事業についてお伺いします。この事業は夜間急病センターや救急

当番医に対する事業だと思うのですが、事業評価等を見てみますと、引受け医療機関が非常に少なくなり、課題

であると認識されているそうですが、前年比との比較で引受け医療機関数の実態がどうなっているのか、お知ら

せいただきたいと思います。また、この引受け医療機関を増やしていく取組として、医療機関対策など具体的に

どのような取組をされているのかお伺いします。 

 

桜井副委員長 

影久健康推進課長。 

 

影久健康推進課長 

在宅当番医制度の引受け医療機関につきましては、内科が令和 2年度まで 7医療機関、令和 3年度からは 6医

療機関となっております。外科につきましては、平成 30年度が 5医療機関となっておりましたが、令和元年度か

らは 4医療機関、令和 3年度から 3医療機関となっております。引受け医療機関を増やす対策についてでござい

ますが、市内在宅当番医制度の引受け医療機関は、市と北広島医師会と締結している協定に基づきまして医師会

が会員の医療体制や市の医療行政を総合的に勘案して、年度単位で事前に調整の上、選定しているところでござ

います。 

 

桜井副委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

医師会で対応していただいているのでしょうが、今、お聞きしますと対応する医療機関の数が少なくなってき

ているという現状ですよね。これは逆に悪循環だと思います。医療機関の数が少なくなってくると当番の頻度が

多くなってきます。やはり医療機関の負担が多くなるので、医療機関を増やす協力をしていただくように、医師

会にもお願いしていく必要があると思いますが、市としては、市内の対応可能な医療機関の数はどれくらいある

のでしょうか。増やす可能性などはどのように考えているのでしょうか。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

医師会から、特にご相談はないですが、引受け医療機関の確保につきましては、医師会と相談しながら確認し

てまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

木村委員。 
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木村委員 

子育て世代包括支援センター事業です。予算書で 167ページ、附属資料 12ページです。事業費が 354万円でし

たが、前年度は 7 月から開設スタートした事業で、648 万 5,000 円でした。令和 2 年度、減額になった理由をお

聞かせください。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

子育て世代包括支援センターは令和元年 7月に開設いたしました。令和元年度は案内表示板の購入や相談室の

改修など開設に向けた準備費用を要したため、令和 2年度よりも決算額が多くなっております。 

 

桜井副委員長 

木村委員。 

 

木村委員 

附属資料の説明のところを見ますと、面接実数ということで 273人、相談件数が 1,231件でありました。その

前年度の説明欄のところに面接実数 210人のうち、保育士同席 190人とありました。この令和 2年度は、保育士

同席の人数は書いていませんでしたが、保育士同席は何人だったのかお伺いします。 

それと、もともとこれはお子さん一人に対してマイ保健師という取組があるのですが、保健師は何人で 1人の

担当は何名なのか、その点についてもお伺いします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

保育士の同席の人数でありますが、令和 2年度におきましても、母子健康手帳交付時に保健師と保育士が同席

しておりまして、ほぼ同数を同席しております。 

次に、マイ保健師の一人当たりの対象者数でお答え申し上げます。子育て世代包括支援センターの対象者数は、

妊婦と就学前の子ども約 2,350人となっております。 

マイ保健師は健康推進課の保健師 5人で、地区担当制としており、保健師一人当たり約 450人から 500 人を担

当しております。 

 

桜井副委員長 

木村委員。 

 

木村委員 

最後の質問ですが、コロナ禍での相談はオンラインなどで対応したのかどうかもお伺いします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 
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影久健康推進課長 

妊婦や子どもの保護者から相談があった際は、状況や、ご本人のご希望に合わせて、電話、訪問、来所、オン

ラインのいずれかを選択していただいて対応しております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

人見委員。 

 

人見委員 

救急医療推進事業、決算書 161ページ、報告書 10ページです。夜間急病センターの利用者数が、令和元年度に

1,598名で令和 2年度は 799名と半減しておりますが、その理由についてどのように捉えているかお伺いします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

令和 2 年度の夜間急病センターの受診数につきましては、799 人で前年度の半分となりました。理由といたし

ましては、新型コロナウイルス感染症による受診控えが少なからずあったと考えておりますが、上気道炎や急性

胃腸炎による受診者が 2分の 1以下に減少し、季節性インフルエンザにおいては受診者がなかったことから、マ

スクの着用やこまめな手洗いなどの感染予防策が徹底されたことにより、風邪などの感染症にかかる方が減少し

たことが要因と考えております。 

 

桜井副委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

受診控えということですが、全国的に病院では外来の受診控えというのが広がっておりまして、その中でも例

えば 8月に大阪の病院ですが、コロナ禍の中等症と軽症者を扱う病院が倒産しています。これは、全国的に大な

り、小なり病院の経営に影響が出ていると思いますので、全部把握できるか別ですが、やはり市内の医療機関を

守っていくために、これからも、アンテナを張り巡らしながらやっていただきたいと思います。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。  

小田島委員。 

 

小田島委員 

1点お聞きしますが、ピロリ菌対策事業についてでございます。167ページ、報告書 12ページですが、報告書

の中では、1次検査、2次検査の人数が出ておりますが、中学校 3年生の検査対象者は 339人ですから、1次検診

の受診率はどのくらいなっているのかということと、2次検査は 12人おりますので精密検査になると思いますが、

どのくらいの方がピロリ菌の陽性者になっていますか。そして、その陽性者は今度自己責任になりますが、今の

ところ除菌対策というのがどのように行われているかについて、情報の把握をされているのか、受診勧奨も含め

てどのような対応をされているのかお伺いしたいと思います。 
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桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

令和 2年度のピロリ菌検査につきましては 514名が対象で、そのうち受診した方が 339名の 66％となっており

ます。1次検査で陽性となった方は 14名で、陽性率が 4.1％。2次検査を受けた方が 12人で陽性となった方は 4

人となっております。除菌への動機づけにつきましては、陽性者に対しまして 2次検査の結果を通知した際に、 

除菌治療についての資料を送付しております。ピロリ菌の除菌につきましては、必ずしも今すぐではなくても未

成年のうちに除菌することが望まれます。除菌治療は抗生物質を 1 日 2 回、7 日間服用することが必要であり、

軟便や下痢などの副作用の可能性もありますことから、除菌の時期やタイミングにつきましては、保護者に判断

していただくものと考えておりますことから、除菌の有無についついての追跡調査などは現在のところ実施して

いないところでございます。 

 

桜井副委員長 

小田島委員。 

 

小田島委員 

除菌の状況の追跡をしていないということですが、やはり、検査をする段階である程度の陽性者を発見してい

るわけですから、できるだけ早い時期に除菌をされたほうが、将来的に胃がんのリスク軽減になるということに

なると思います。是非、追跡調査されてその状況を把握されることが望ましいと思いますし、4 名くらいの陽性

者ということであれば人数非常に少ないですよね。これの医療給付的な部分で 4名の外来の自己負担をピロリ菌

の対策事業として完結型でやったほうが、非常にインパクトある事業になるのかと思います。中学校までは外来

の医療費は無料ですので、その間にやってもらうように一体型で事業を行うという方向性の考え方があればお聞

きしたいと思います 

 

桜井副委員長 

三上保健福祉部長。 

 

三上保健福祉部長 

再質問にお答え申し上げます。 

ピロリ菌の検査につきましては、中学校 3年生を対象として実施をしており、除菌につきましては、薬の副作

用による高校受験への影響なども考慮していただいた上で、本人または保護者の判断に任せているところであり

ます。除菌によるリスクの低減は明らかでありますので、陽性者への除菌の推奨や追跡調査については、効果的

な時期や方法など、他のがん検診との整合性も含め検討してまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

2点お伺いします。 

まず、妊産婦保健推進事業について伺います。決算書 160ページです。産後ケア事業について伺います。一昨
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年の年度末から始まった事業ですが、昨年度の利用実績、人数、利用した家庭からのアンケートや聞き取りなど

を行っているのであればその状況についてお伺いします。 

2点目は乳幼児保健推進事業について伺います。決算書 160ページから報告書は 10ページです。乳幼児健診は

子どもの成長はコロナ禍であって成長していくものですので、この健診もいろいろ工夫されて取り組んでいる様

子を私もかいま見てきましたが、受診の様子などコロナの感染拡大の状況下の中どのような影響はがあったのか、

取組などについて伺います。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

まず、産後ケア事業についてお答え申し上げます。令和 2年度の産後ケア事業の利用状況につきましては、14

名の産婦が宿泊型 37回、日帰り型 17回を利用しました。14名のうち第 1子の産婦が 7名、多胎児の産婦が 2名、

第 2子以降の産婦が 5名となっております。利用したから方からの声といたしましては「専門的なケアを受ける

ことが出来て不安が解消し、明るい気持ちで自宅へ戻れた」「定期的に利用することで心配なことがあっても、産

後ケアに行けば解決できると分かり安心した。」「コロナ禍で里帰りが出来ず、出産後の協力体制が希薄だったの

で、産後ケアを利用することが出来て休息が出来た」というような感想が聞かれております。出産後の心身の不

調や育児の不安に対して専門的なケアを受けることで、早期に不安が解消されており、利用者の満足度は高いと

感じております。 

続きまして、乳幼児健診についてお答え申し上げます。令和 2年度の乳幼児健診の受診率は､乳児健診が 99.3％、

1歳 6か月児健診が 96.2％、3歳児健診が 98.1％で例年と比較して同じか、やや高い受診率となっております。

乳幼児健診におけるコロナ対策としましては、対象者の方に受付時間を指定した案内文書を送付し、会場内に人

が密集しないように配慮いたしました。また、対象者が会場に入る前の体調確認の実施や、健診に携わる職員の

マスク、フェイスシールドの着用、定期的な会場内の消毒を徹底して行いました。今年度につきましては、感染

状況により、乳児健診で実施する問診を事前に電話で行い、会場に滞在する時間をできるだけ短くするよう努め

ております。 

 

桜井副委員長 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

産後ケア児事業について満足度が高いという認識で細かい報告も伺いました。さきの代表質問でも、こちらの

事業について訪問型が始まるということで、今後、利用する子育て世代の方々の期待も高まっていくのではと改

めて、私も感じました。確か一昨年、民生常任委員会で福岡に産後ケア事業について視察に行ったのですが、現

在は、県内にある提携している助産院、産院などの施設でネットワークを作って、県内であればどこの施設を利

用しても、自治体の産後ケアサービスとして、女性が利用できる仕組み作りの検討が始まっているという情報も

伺っています。北海道は広いですから、全体でというのは現実的ではないかと思いますが、本市は産科の誘致が

出来てないというところもありますし、フォローする視点でも生まれた後の子育て環境の充実をさらに図ってい

くことで、こうした福岡のような取組も北広島市が主導、提案し検討していくことも必要ではないかと思います

が、お考えあれば伺います。 

健診については、様々なコロナ対策や工夫をして取組まれて、健診の受診率も、例年よりも少し上回っている

という報告を伺いました。コロナ禍で外出先がなかなかないというところで、私にもいろいろな声が寄せられて
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きていましたが、こうしたお手紙が届くという取組はお母さんたちもとても安心して利用できると思います。引

き続きの、健診事業の推進をよろしくお願いいたします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

産後児ケア事業につきましては、お母さんたちがどういう形であれば利用しやすいのか、不安が解消されて育

児をしやすいのかを調査しながら検討してまいりたいと思っております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございまんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

それでは、3点ほどお聞きします。 

163 ページの乳幼児保健推進事業で、令和 2 年度から新生児聴覚検査の補助事業がスタートしました。その実

績と、この市で補助している補助額での範囲で検査が出来ていたのか、実態はどうなのかお聞きをいたします。 

次に、165ページの予防接種推進事業です。これは毎年聞いていますが、40歳から 57歳までの男性の風しん対

策の接種実績は令和 2年度でどうだったのかお聞きをします。 

3 点目は 165 ページのがん検診推進事業で、市内における土曜、日曜日のがん検診の令和 2 年度の実績はどう

だったのかお聞きします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

令和 2年 10月より開始した新生児聴覚検査の補助事業につきましては 109人、98.2％が検査を行いました。当

市の補助上限額は 5,000円となっており、補助上限額を超えた方は 9名で受診者のうち 8.2％となっております。 

続きまして、40 歳から 57 歳までの男性の風しん対策事業についてでございますが、令和元年度から令和 2 年

度の 2年間で抗体検査を実施した方が 1,043件、予防接種が 202件となっており、抗体検査実施率は 15.3％とな

っております。 

続きまして、土曜日、日曜日のがん検診についてお答え申し上げます。令和 2年度の土曜日のがん検診につき

ましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、乳がん子宮がんの集団検診が 1日のみの実施となり、受診者

は 40名でした。令和元年度は 2日間実施し、受診者は 100名でした。また令和 2年度の日曜日の乳がん検診につ

きましては、1 日のみの実施で受診者数は 16 名でした。令和元年度は 8 日間実施し、受診者は 32 名となってお

ります。 

 

桜井副委員長 

藤田委員。 
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藤田委員 

再質問します。 

予防接種の 40歳から 57歳までの男性の風しん対策は国も期間を決めて集中的に検査をしてもらい、予防接種

をしてもらうということですが、接種している人の実態が恐らく低いと思うのですが、市としては今後どのよう

な対策を考えているのかお聞きします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

成人の風しん予防接種事業につきましては、令和 3年度で終了する予定ではありましたが、現在、国から正式

な通知はありませんが、令和 4年度以降の事業継続を見据えた調査が実施されておりますので、引き続き国の動

向を注視し、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

令和 3年度で本当は区切ろうと思っていたが、検査や予防接種をしてないという人がかなりいるということで、

当市もそれなりにいるのだろうと思います。まずは、検査をすることを勧めていますから、接種してない人に対

して、市としては広報紙などを使って再度ＰＲしたり、受診、抗体検査をしてない人が特定できるのであれば、

その個人にはがきを出したりして検査の勧奨をすることは考えられないのかお聞きしてします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

風しんの予防接種につきましては、実施率が低い実態がありますので、広報掲載等を検討して受診勧奨を進め

てまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長  

ほかに、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で、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 衛生費の保健衛生費の保健衛生総務費、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 32分 休 憩 

午後 1時 33分 再 開 
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桜井副委員長 

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。 

永井委員。 

 

永井委員 

国保について、3点伺います。 

まず、減免実績件数ですがいただいた資料によりますと、前年度よりも件数が減っていますが、その理由につ

いて伺います。コロナ禍の中で、逆に増えているかとこちらでは予想していましたので、減っている理由につい

て伺います。 

二つ目は、子どもの均等割減免ですが、2022年度から国の政策として未就学児が対象となることが決っていま

したが、これまで全国市長会で国へ要望してきたと思いますが、2020年度からはじまる前に、市単独で子どもの

均等割減免をした場合の試算についての進捗状況について伺います。例年聞いてきましたが、約 100万円前後で

可能ですというお答えをいただいていたので、試算について伺います。 

三つ目は、昨年 12月に道が、一部負担金減免制度について標準例を公表したのですが、2020年度 12月から 3

月までの間になりますが、この間の市の取組について具体的な内容を伺います。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

まず、減免実績件数の減少の理由についてお答え申し上げます。減免件数の減少につきましては主に所得激減

に係る減免であります。令和 2年度におきましては、コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した場合の減免

の適用が多く、それ以外の会社都合による非自発的失業など、コロナウイルス感染症とは関連のない所得減少の

原因が少なかったことによるものと捉えております。 

続きまして、保険税の子どもの均等割減免についてお答え申し上げます。法令の改正により、令和 4年度から

未就学児に係る保険税の均等割が 2分の 1に軽減されることとなったところであります。法律改正により軽減に

なるところでありますが、全国市長会のほか全国知事会、全国町村長会なども同様の要請をしてきているところ

であります。それに関連しまして本市で軽減となる場合の試算ですが、未就学児ということで試算いたしますと、

対象者が 110人で軽減額は約 99万円になるものと現時点では試算しております。 

続きまして、一部負担金減免制度の部分についてお答え申し上げます。昨年の 12月に北海道から標準例という

ことで通知がございました。12月から 3月までの間、その標準例の部分について、本市の規則の部分と照らし合

わせて、どのように変わっていくのかというようなところを確認していたところでございます。 

 

桜井副委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

減免実績の減少の理由については承知いたしました。思っていたよりも、コロナ禍以外での所得減少による、

減免というのはそれほど大きな影響はなかったっていうことですね。 

子どもの均等割減免ですが、2022年度から、国の政策として市でも取組んでいくことになると思いますが、課

長おっしゃっていただきましたように、大体、未就学児を対象とした場合、100 万円くらいで、対象者も 110 人
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ということであれば、やはり国の政策として始まる前に、市で独自で取組んでもよかったのかと思うのですが、

その点についての見解を伺います。 

三つ目の一部負担金減免制度についてですが、市の実績を見ますと 3年前の胆振東部地震のときには、この一

部負担金減免が多く使われました。特に 2020年度は一部負担金減免を利用 された方が 1世帯 1名と資料で載っ

ていますのが、私たちはこの一部負担金減免を、是非、活用していただきたいという方針です。その保険税の減

免ほど、この一部負担金減免制度っていうのは、あまり市民にも知られてないのかと思いますので、この一部負

担金減免制度の市民への周知は市ではどのように取組んでいるのか伺います。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

再質問にお答え申し上げます。 

まず、保険税の子どもの均等割減免についてでございますが、これを市単独でということになりますと額的に

は未就学児を対象とした場合にはそれほどの額でございませんが、やはり軽減となる部分については、国なりの

助成があって初めて可能になるのかと考えてございます。 

続きまして、一部負担金減免制度の部分についてお答え申し上げます。利用実績については令和 2年度 1件で

ございました。利用が少ないという状況にあるのは本市だけではなく、他の自治体においても、同様な傾向が見

られるところです。制度につきましては市のホームページや広報紙、国保だより、生活支援ガイドなどにより周

知を図っているところでございます。実際、お問合せやご相談も年に 10件前後くらいの件数ございまして、その

方の収入情報などを聞く中で、その都度制度についても説明しておりますが、基準に合致しないということもご

ざいまして制度の適用に至らないケースもあるという状況であると捉えてございます。今後も引き続き制度の周

知については同様の手法をもって、周知を図ってまいりたいと考えてございます。 

 

桜井副委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

子どもの均等割減免については国会の中でも与党、野党に限らず求めてきたことがようやく実現してきたとい

うことなので、これからは地方自治体から、未就学児だけではなくて、対象年齢を拡充していくというような要

請をしていくべきだと思いますがご意見がありましたら伺います。 

一部負担金減免ですが、これも今後の話になりますので趣旨が変わるかもしれませんが、道が示してきた内容

については収入減少の基準や支給期間は、市町村で決めてくださいということです。例えば、江別市では収入減

少の基準や支給期間は、道の基準を改善する方向で考えているという話も伺っております。その辺について、市

のほうでは道基準のとおりにいくのか、それとも単独で拡充できるところは拡充するのか、どのように考えてい

るのか伺います。 

 

桜井副委員長 

林課長。  

 

林保険年金課長 

まず、保険税の子どもの均等割減免の部分についてでございますが、対象範囲の拡大ですとか軽減割合の拡大
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について、全国市長会から要請をしているところでございます。 

次に、一部負担金減免の部分でございますが、本市におきましては北海道の標準例により実施したいと考えて

ございます。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

私からは 2点お伺いします。 

1 点目は国保の特定健診と特定健康指導事業ですが、決算書で 295 ページから 297 ページです。事業実施率と

事業実施率向上対策についての取組についての評価をお聞かせ願いたいと思います。  

2 点目は会計自体の決算内容です。これは複数にまたがるので、決算意見書の 76 ページと 77 ページ見ていた

だいたほうが分かりやすいと思うのですが、まず、諸収入ですが当初予算に比べて、補正をかけているわけでは

ないのですが、最終的な調定額が 4,600万くらいに上がってきています。その予算額と調定額の乖離の理由を教

えていただきたいというのが一つ。それからもう一つは、国保会計全体の不用額を見てみますと、3 億 5,400 万

ほど不要額を出していますよね。これの不要額の使途についてはどうする考えなのかお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

特定健診・特定保健指導事業についてお答え申し上げます。 

令和 2年度の特定健診受診率は 34.9％の見込みで、前年度より 5.4％減少し、特定保健指導実施率は 41.2％の

見込みで、前年度より 24.4％減少しております。受診対策としまして受診勧奨通知等を実施いたしましたが、新

型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言によって、集団検診の中止や対象者の受診控え、家庭訪問等に

よる保健指導を見合せたことが減少した要因と考えております。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

私からは諸収入と予算額の調定額の乖離の理由と不用額の部分についてお答えさせていただきます。 

まず、諸収入と予算額との調定額の乖離の部分でございますが、諸収入につきましては、まず、延滞金につき

ましては見込みを上回り、予算額より約 620万円多い収入額となっております。 

次に、雑入の一般被保険者第三者納付金についてですが、これは交通事故など、第三者が傷病の原因となる給

付に係り補償を求めるものでありますが、令和 2年度におきましては、高額な事案に係る納付が複数ありました

ことから、予算額を約 1,000万円上回っております。また、一般被保険者返納金につきましては、国保資格の喪

失後の医療機関等への受診につき返還を求めるもので、こちらも高額な事案に係る納付がありましたことから、

予算額を 660万円上回っているところでございます。 

次に、令和 2年度の収支ついてお答え申し上げます。歳入が 62億 4,103万 8,000円、歳出 61億 7,499万 9,000
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円で、差引き収支としましては、6,603 万 9,000 円の黒字となっております。収支の状況としましては歳入では

まず、保険税についてはコロナウイルス感染症に係る減免はありましたが、予算額を約 3,970万円上回る収入額

となっております。また、先に説明いたしまたように、諸収入においても、約 2,030万円予算額より多い収入額

となっております。このほか道の交付金につきまして、特別交付金は保険税のコロナ減免補填分の約 3,500万円

もあり、約 4,000万円増えております。また、普通交付金につきましては保険給付費が下がっていることもあり、

約 3億 5,300万円減少をしているところでございます。 

次に、歳出では保険給付費が約 3億 3,280万円、受診者数の減少により、特定健診事業について、約 560万円

予算額を下回る結果となっており、不用額の主なものとなっているところでございます。差引き収支のうち、780

万円につきましては補助金の精算に伴い、今年度北海道へ返還いたします。残りの 5,823万 9,000円につきまし

ては、財政調整基金に積立ていたしますが、このうち 85万 4,000円については退職被保険者に係る追加納付分と

して令和 4年度に北海道へ返還いたします。残りの 5,738万 5,000円が余剰金となるものでございます。 

 

桜井副委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

まず、特定健診と保健指導ですが、コロナ感染でかなり健診の受診者が減ったというのは仕方がないことなの

かと思いますが、問題はこれまで特定健診については受診を増やしてくるという努力が、かなり落ちてしまった

ということです。 

コロナ禍の中で特定健診等を増やして取組を考えなければと思いますが、令和 3年度の取組も含めての検討は

どのようにされているのかお伺いしたいと思います。 

それから、特別会計のでは、結果的に黒字になっているということですが、健康保険税はかなり値上げして、

結果的に不用額を出して黒字になるというのは、私としては非常に不合理だなと思います。これは基金に入れて

いくということですが、全体として基金総額は、現在どれくらいになっているのかをお伺いします。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

特定健診の受診率向上について、お答え申し上げます。 

令和 2年度に中止した集団検診も今年度は人数を制限しながら実施しております。また、ワクチン接種が進む

中、9 月にはＡＩを使って対象者の特性に合わせた受診勧奨通知を 6,100 人に行いましたので、今後、徐々に受

診者数が伸びてくるものと期待しているところでございます。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

財政調整基金の部分でございますが、令和 3年 3月 31日時点では 5億 5,478万円基金の積立てがございました。

先に補正予算で、5,823 万円を調整基金へ積立ていたしましたので、約 1 億 1,200 万円、現時点ではあるという

ことになろうかと思います。 
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桜井副委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

特定健診ですが、そういう形で取組をされていますが、現状で特定健診の受診状況は昨年に比べて、上昇の取

組の成果が出てきているのかをお伺いしたいと思います。 

それから、特別会計は 1億円くらいの基金が積んであるということなので、国民健康保険税の引上げは、是非、

やめていただきたいということを指摘して終わりたいと思います。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

特定健診の受診者数について、お答え申し上げます。令和 2年度 6月から 7月の受診者数と令和 3年度の同月

を比べますと、受診数は約 100名減少しております。一方で、通院中の方がかかりつけ医に定期検査のデータを

記入してもらい、特定健診を受診したとみなす、かかりつけ医情報提供書の提出数は昨年並みとなっております。

対象者の特性に合わせた受診勧奨を実施したのが 9月ですので、今後の受診者数の伸びを期待しているところで

ございます。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

小田島委員。 

 

小田島委員 

1点お聞きしたいと思います。 

決算書の 279ページに国保税の一般被保険者の調定収入不納欠損額というところがございますが、いろいろと

ご苦労されて、現在、市では債権の一元化、収納対策も進められてきていると思いますが、ここだけ見ても、医

療給付金の繰越額不納欠損が約 730万出てきていますが、この滞納対策の成果、課題をどのように捉えているの

か、不納欠損処分の要因というのはどのようなものがあるのかをお聞きしたいと思います。 

 

桜井副委員長 

近藤税務課長。 

 

近藤税務課長 

国保税の滞納につきましては年々減少傾向となっておりまして、滞納繰越額では平成 30年度が 1億 7,400万円、

令和元年度が 1億 2,300万円、令和 2年度では 9,800万円となっておりまして、平成 30年度から 2年間で 7,600

万円、44％の減少となっております。これらの滞納整理事務につきましては、負担の公平性の観点からも、督促、

催告書の送付をはじめ、納税相談などを実施しまして納税指導に取組んでいるところですが、財産調査などによ

りまして、資力があるにも関わらず、納付の履行がない場合などには滞納処分の対応も行っているところです。 

また、対応に当たりましては、滞納繰越額の圧縮とあわせまして、現年度分の滞納を翌年度に繰り越さないよ

う、早期での対応を心がけ滞納整理事務に取組んでおりまして、そのような取組が滞納繰越額の減少につながっ

ているものと考えております。 
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しかしながら、滞納者の中には、資力があるにも関わらず履行に応じられない方がおります。一方で、納付の

意思はあるものの、納付する資力がない無資力の方もおられます。そのような方には、法律に基づきまして執行

停止処分などの対応を実施しまして、資力の回復を待ち納付していただくなどの対応を行っているところであり

ますが、法律の規定によりまして、この執行停止処分後 3年を経過し、なお無資力の状態が続いている場合には、

債権が消滅するため不納欠損処分を行うこととなりまして、こういう方が不納欠損処分の主な要因となっている

ところでございます。 

 

桜井副委員長 

小田島委員。 

 

小田島委員  

過去 3年間で滞納の整理が集中的に行われて、成果が出たことは評価をしたいと思いますが、最後のほうに言

われた財産調査、滞納処分対策、資力があるにも関わらず納めてないと執行を強制執行などの事例があったのか

お伺いしたいと思います。 

 

桜井副委員長 

近藤課長。 

 

近藤税務課長 

滞納処分の実績の昨年 1年間の件数ついてお答え申し上げます。国保税の中で滞納者に対する差押えの件数と

いたしましては、令和 2年度では 195件、金額としましては 4,813万円程度の差押えとなっております。また、

処分の中でもその停止処分についてですが、その停止処分されている方については 47件の処分の停止をしている

ところでございます。 

 

桜井副委員長 

小田島委員。 

 

小田島委員 

一元化の成果が現れて、今まで資力がある方に対する強制執行というのは、二の足を踏んでいたというのがあ

りましたが、約 200件、約 5,000万の効果があるということは一元化の成果だと思います。しかしながら、国保

税というのは、国保の被保険者、家族含めて 1万 2,000人台から 1万 3,000人台くらいで、基本は独立採算です

ので、今、山本委員からもありましたが、税と収納と不用額というところでは、毎年少ないですが、やはり上昇

傾向にあるところもありますので、今後とも引き続き収納に対する努力をお願いしたいと思います。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

1点だけ質問します。 

297 ページ、医療費適正化対策事業。令和 2 年度におけるジェネリック医薬品の取組とそれによる医療費削減

の効果はどの程度と見ているのか。また、人工透析に移行する人を防ぐ重症化予防対策の実績と効果をどのよう
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に見ているのかをお聞きします。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

私からはジェネリック医薬品の取組等についてお答えさせていただきます。 

ジェネリック医薬品の利用促進の取組についてでありますが、毎年、全世帯に保険証やお薬手帳に貼り付けし、

意思表示できる希望シールを配布しております。 

また、先発医薬品から切替えた場合の自己負担額の差額を通知し、ジェネリック医薬品が低価格で安全である

ことを周知させていただいております。令和 2年度につきましては、100円以上の効果額がある方、1,907人に通

知し、そのうち医療費に変化が見られた 366人について、医療費の削減効果を試算しますと、約 520万 6,000円

となるものであります。また、普及率は 81.7％となっております。利用促進の取組につきましては、保険者努力

支援制度により、国から交付金が支給されますが、令和 2年度の交付につきましては、平成 30年度の取組実績な

どにより評価され、交付金の額は約 20万円でございました。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

人工透析の予防についてお答え申し上げます。 

人工透析への移行を予防することを目的とした糖尿病性腎症重症化予防事業につきましては、特定健診で糖尿

病を疑うデータであるにもかかわらず、未受診である方が 119名。過去 5年間に糖尿病を疑うデータであるにも

関わらず、未治療または治療中断をしている方 4名。糖尿病の治療中で、かかりつけ医から保健指導の指示があ

った方 14名の合計 137名に保健指導及び受診勧奨を行いました。保健指導を実施した方の中から人工透析に移行

された方らっしゃいませんでした。 

 

桜井副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

確認で再質問 1点だけ伺います。 

ジェネリック医薬品の取組ですが、毎年の保険証にジェネリックを使いますというシールを貼ってくださいと

いうことで、保険証と一緒に送られてきますが、実態としてシールを貼って医療機関に行ったときに、いわゆる

病院のお医者さんから、そのシールを見てジェネリックの話をするケースが多いのか、それとも患者さん本人か

らジェネリックの意思があるということでお医者さんと相談するというケースが多いのか、実態をお聞きします。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

再質問にお答え申し上げます。 
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委員から質問がございました件については、実態というのを把握してございませんので、具体的なお答えは難

しいですが、シールを見て、お医者さんの判断で薬をこう変えてくださいとかというのもあろうかと思いますし、

患者さんのから「自分が使っている薬はどうでしょうか」というようなお問合せというケースがそれぞれあろう

かと思います。具体的にどちらが多いというところまでは、承知しておりません。 

 

桜井副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

確認です。ジェネリックの普及が 81％という数字出ましたが、本市として、まだ伸びる余地があると見ている

のか、大体いいところなのかと見込んでいるのか、その点についてはどうでしょうか。 

 

桜井副委員長 

林課長。 

 

林保険年金課長 

毎年、普及率については確認してございますが、年度によって上昇ポイントというのは変わってまいりますが、

ここ何年間も年々普及の割合が増えてきております。これからも多少は伸びていくのではないかないかと捉えて

ございます。 

 

桜井副委員長 

ほかに、通告はございませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

以上で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、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 31分 休 憩 

午後 2時 32分 再 開 

 

桜井副委員長   

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。ほかにございますか。 

（「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 32分 休 憩 

午後 2時 33分 再 開 
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桜井副委員長    

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。 

木村委員。 

 

木村委員 

それでは 3点質問させていただきます。 

まず、認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業、予算書 333ページ、附属資料 25ページです。まずは、質問で

すが、メール配信登録者は家族が登録するのか。また、メール配信件数 5件でしたが、どのような情報を発信し

たのか。また、令和 2年度の行方不明者数についてお伺いします。 

次は、地域支え合い体制づくり・権利擁護推進事業、同じく予算書 333 ページ、附属資料の 25 ページです。   

権利擁護推進事業の成年後見制度利用支援を受けている高齢者と障がい者別の人数についてお伺いします。 

また、成年後見人は弁護士などがなるのかお伺いします。また、市民後見人は何人かお伺いします。あわせて、

成年後見人の具体的仕事内容についてお伺いします。 

もう 1点、高齢者総合相談支援事業。同じく 331ページ、附属資料 24ページです。総合相談件数が延べ、1,909

人でしたが、主な内容についてお伺いします。 

次は、ここで聞いていいのか分からないのですが、最近は高齢者の方から、スマートフォンの使い方やズーム

のやり方が分からないなどの声をよく聞きます。行政手続のオンライン化などが進められていく中で、それにつ

いていけないデジタル弱者、特に高齢者が取り残されないという対策で、スマートフォンの使い方などの講習会

などを実施してほしいと思いますが、それらについてお伺いします。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業についてお答えいたします。 

本事業への登録につきましては、主にご家族の方や、ケアマネジャーの方が手続を行っているところでござい

ます。 

次に、メール配信の内容につきましては、行方不明者の特徴や服装、持ち物、居なくなった日時、場所などに

ついて情報発信を行ったところであります。 

次に、行方不明者数につきましては、令和 2年度は 5名でありまして、そのうち一人は自力での帰宅、一人が

警察による発見、3人が協力機関やご家族等による発見となっております。 

 

桜井副委員長 

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 

私から地域支え合い体制づくり・権利擁護推進事業についてお答えいたします。 

まず、成年後見制度利用支援事業の利用者数についてですが、高齢者が 5件、障がい者が 4件であります。 

次に、成年後見人の職種についてでありますが、成年後見人は、家庭裁判所の審判によって親族が選任される

場合と、その他の第三者が選任される場合に大きく分けられます。親族以外の第三者後見人には、弁護士、司法

書士、社会福祉士、行政書士、税理士などの専門職が選任されるほか、社会福祉協議会やＮＰＯ法人が、法人と
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して選任される場合、市民が個人で選任される市民後見人があります。 

次に、市民後見人の人数についてでありますが、市民後見人養成講座修了者はこれまでに 35人いますが、現在

のところは、個人で後見人を受任することへの負担感が大きいなどの声が多く、市民後見人としての活動は行っ

ていないところであります。市民後見人養成講座修了者につきましては、社会福祉協議会の独自事業であります、

法人後見業務の一部を担う法人後見支援員として活動を行っています。 

次に、成年後見人の具体的な仕事内容についてでありますが、主に被後見人の預貯金、不動産、収入支出の管

理を行う財産管理及び財産の保護と、入院や施設入所、介護サービスを利用する際の契約行為を本人の代理で行

う身上保護となっております。 

続きまして、高齢者総合相談支援事業についてでありますが、令和 2年度の総合相談の内容につきましては、

新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、例年とは異なる特徴がございました。具体的には、市内のコロ

ナウイルス感染状況の問合せ、病院で入院患者の面会制限があることから、退院させて自宅で看取りや介護を行

いたいという相談、外出自粛によるフレイルや認知症の進行で介護認定区分の変更、施設入所者のストレス、市

民の精神的不調に関する相談などです。また、新しい生活様式への変化に伴いまして、高齢者の日常生活におい

ても、デジタルツールを活用する機会も多くなり、便利である反面、操作が不慣れで難しいことや、利用環境が

十分整っていない高齢者宅も多いことは把握しております。こうした現状から、社会福祉協議会に業務委託して

いる第 1層生活支援コーディネーターが中心となりまして、令和 3年の 2月から、初心者向けのズーム活用講座

を少人数で開催しております。このズーム活用講座を開催する中で、スマートフォン自体の操作に慣れていない

高齢者が多いことも把握しましたので、今年度の下半期からはスマートフォンの使い方講座も開催予定でござい

ます。 

 

桜井副委員長 

木村委員。 

 

木村委員 

再度質問させていただきます。 

まず、認知症高齢者ＳＯＳネットワーク事業についてですが、もし行方不明とかになったときに情報を多く取

り入れるために、メール配信登録者数は令和 2年度では 331人でしたが、もっと増やしていくべきだと思います

が、今後、どのような取組をされていくのかお伺いします。 

次に、地域支え合い体制づくりでありますが、以前、例えば市営住宅とか道営住宅に入るときには連帯保証人

とかで悩んでいる方がいましたが、私がこの成年後見人のことについて詳しく分からなかったこともありまして、

財産管理とかそういうのをしているのであれば、成年後見人の方がそういう保証人とかになれないのかお伺いし

たいと思います。 

もう一つ、高齢者総合相談支援事業についてですが、今の社会福祉協議会でデジタル弱者の方のために、今年

からスマホの使い方の講習会をやっているということですが、やり始めたばかりだと思うのですが、現在は市内

では 1か所だけなので、今後、講習会などをやってほしいという声が上がってくると思いますので、できれば身

近なところで講習会を受け入れるようにお願いしたいと思いますが、それについてお伺いします。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

ＳＯＳネットワーク事業についてお答えいたします。メール配信システムにつきましては、市の広報紙や高齢
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者サービスガイドへの掲載のほか、高齢者支援センターによる周知を行っているところであります。また、今年

度につきましては、町内会回覧の実施、市職員への庁内ＬＡＮでの周知、介護事業所へのメールでの周知、金融

機関やタクシー会社、新聞販売店等にはパンフレットを持参しまして、制度説明と従業員及び来訪者への周知依

頼を行ったところであり、今後も引き続き地道な活動により、メール配信システムへの登録を呼びかけてまいり

たいと考えております。 

 

桜井副委員長 

柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

再質問にお答えいたします。成年後見人が連帯保証人になれるのかという点についてでございますが、成年後

見人の役割としては、可能な限り本人の希望を酌み取って、本人に代わって財産管理や契約行為などの身上保護

を行うことから、成年後見人は本人と同一の立場ということになります。そのため、被後見人の法定代理人であ

る後見人が身元保証人や連帯保証人になるということは、身元を保証したり、本人の債務を保証するという矛盾

が生まれて、利益相反関係が生じることから、制度上認められていないところでございます。 

次に、スマホの講習会など身近なところでの開催という点でございますが、この点につきましては各地域から

もそのような声が聞かれておりますので、関係機関と協議しまして、デジタル弱者がなくなるように取組を実施

してまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

佐々木委員。 

 

佐々木委員 

私からは、介護予防普及啓発事業について伺います。決算書 329ページ、報告書 23ページです。きたひろ元気

体操のＤＶＤを作成したということですが、作成、配布枚数やＤＶＤ配布という方法は、人が集まることが難し

い中で、どのようなことができるかを模索した結果なのかと推察しています。配布先についてはどのようなとこ

ろか伺います。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

きたひろ元気体操のＤＶＤは、新型コロナウイルス感染症拡大により、これまでのように集まって運動するこ

とが難しくなったため、自宅で運動を継続していただいて筋力の低下などを防ぐことを目標に、令和 2年 5月に

作成いたしました。配布対象は 65歳以上の希望する市民の方で、市役所、出張所窓口、高齢者支援センターで配

布し、令和 2年度は 446枚配布いたしました。 

 

桜井副委員長 

佐々木委員。 
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佐々木委員 

今年もこのやり方については継続しているということでしょうか。 

 

桜井副委員長 

影久課長。 

 

影久健康推進課長 

今年度もＤＶＤの配布を継続しております。周知につきましては広報 7月 1日号の特集号に掲載され、10月に

発行する特定検診ニュースにも掲載を予定しております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

永井委員。 

 

永井委員 

決算書 331ページ、報告書 24ページの介護予防住宅改修事業について伺います。 

こちらも政策評価報告書の要検討事業 12 項目の中の一つとして挙げられていて、2020 年度は廃止ということ

になっているのですが、これまでの取組の検証について伺います。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

介護予防住宅改修事業についてでありますが、本事業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

一部を助成していたものであります。高齢者支援センターやケアマネジャーなどを通じ、事業の周知を行ってお

りましたが、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う方がほとんどであったことから、昨

年度、保健福祉計画検討委員会での審議を経て令和 2年度で廃止としたところでございます。 

 

桜井副委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

これまでの取組として要介護認定を受ける前の予防的な段階での取組だったということで、私個人としてはと

ても良い取組だったと思ったのですが、件数が少ないということで、廃止になったということは大変残念です。

これからも、高齢化が進むに当たって要介護認定を受ける前の段階での予防的介護として、このような事業内容

というのは必要になってくるのかと思いますが、その辺について関係者機関との打合せや会議の中でどのような

話が出ているのか伺います。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 
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工藤高齢者支援課長 

本事業につきましては、以前は国の補助事業ということで実施しておりましたが、平成 30年度から補助事業の

対象外となったところでございます。先ほど申し上げましたとおり保健福祉計画検討委員会の中での審議がござ

いまして要介護認定で非該当となる方が少数であるということ、介護保険による住宅改修を行う方がほとんどで

あるということで、同様の事業の検討というところについては、今のところ考えていないところでございます。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

介護保険制度改革事業について伺います。決算書は 328ページから、報告書は 24ページになります。地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保の推進というところで、昨年度は第１層の生活支援コーディネーターが新たに

配置する、新体制が取組まれたと認識しています。コーディネーターの新体制になってからの取組の状況と成果

や課題など、現時点での報告をお願いします。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

介護保険制度改革事業についてでありますが、生活支援コーディネーターにつきましては、昨年度、北広島市

内全域を統括する第 1層生活支援コーディネーターを新たに 1人工、北広島団地地区を担当する第 2層生活支援

コーディネーターを 0.5人工、追加配置したところでございます。第 1層生活支援コーディネーターにつきまし

ては、北広島市社会福祉協議会に業務委託しており、本年 2月にコーディネーターが配置されたところでござい

ますが、配置以降、今年度の活動も含めますと、第 1層協議会の開催、第 2層生活支援コーディネーターとの連

携及び連絡会議の開催、市民向けズーム活用講座や西の里虹ヶ丘地区で、地域における世代間の交流を目的とし

たオンライン企業見学ツアーの開催など、着実に各活動を行っていただいている状況でございます。今後、全市

的な地域ニーズの把握や課題分析、社会資源の創出や担い手の育成など、第 1層としての地域づくりの推進を期

待しているところでございます。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

人見委員。 

 

人見委員 

私から 1件質問します。介護予防把握事業です。決算書 329ページ、報告書が 23ページです。令和元年度の介

護予防事業参加者は報告書の内容では参加者が 5,113件ということになっていました。令和 2年度の介護予防事

業参加者が、延べ 279人と表記されています。年度によって「件」と「人」の単位が違っているのですが、同じ

と考えていいのかお尋ねします。 

 

桜井副委員長 

柄澤参事。 
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柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

令和元年度と令和 2年度の参加者数が、「件」と「人」で表記されている件についてでございますが、「件」と

「人」は同じ意味でございます。 

 

桜井副委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

その上で質問します。参加者が大幅に減っているわけですが、事業費が令和元年度 1,733万 3,000円に対し、

令和 2年度 1,914万 3,000円と逆に増えています。この辺についての理由をお聞かせください。 

 

桜井副委員長 

柄澤参事。 

 

柄澤高齢者・障がい者相談担当参事 

再質問にお答えいたします。 

令和 2年度の事業参加延べ人数の減少は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたものでありまして、

集合対面型の教室等が開催出来ない状況であったことから、参加者が減少しております。当該事業につきまして

は、市内 4か所の高齢者支援センターに委託をしており、事業費は全て高齢者支援センター職員の人件費となっ

ております。令和 2 年度は、3 か所の高齢者支援センターに介護予防プランの作成専任者を各 1 名ずつ、計 3 人

増員したことから、事業費が増額となったものでございます。 

 

桜井副委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

わかりました。結局これは人件費というかほぼ固定費という捉え方でいいのでしょうか。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

山本委員。 

 

山本委員 

私からは介護保険特別会計の基金のところをお伺いしたいと思います。介護保険、決算書の 332 ページと 333

ページになると思いますが、ここ毎年、介護保険事業については黒字ということで、基金に積立てがされている

と思うのですが、この基金の積立ての今後の推移と基金の取崩し等、どのような見込みになっていくなどをお聞

かせ願いたいと思います。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 
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工藤高齢者支援課長 

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、現在の基金残高は約5億1,200万円でありまして、

これに令和 2年度決算に伴う積立金約 5,500万円を積立てますと、基金残高は約 5億 6,700万円となる予定です。

また、第 8期介護保険事業計画におきまして、今年度から 3年間で約 1億 1,000万円の基金取崩しを予定してい

るところであります。 

 

桜井副委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

そうしますと、この基金の長期的な見通しというのはどういうような形になっていくのでしょうか。 

 

桜井副委員長 

工藤課長。 

 

工藤高齢者支援課長 

高齢者の人口の推計につきましては 2040年度が北広島市の高齢者人口のピークでありまして、特に要介護や認

知症の発生確率が高い後期高齢者が今後増加していくということで、介護給付費は大幅に増加するものと見込ん

でおります。また、次期計画策定時におきましても国による介護保険制度の改正が予想されますので、どのよう

な改正になるかというところが推測出来ないという未確定な部分もございます。安定的な介護保険の財政運営を

行うために基金取崩しの額、中長期的な展望による適正な基金残高の水準の検討等を踏まえまして、保険料基準

額の設定をしていかなければならないものと考えております。 

 

桜井副委員長 

山本委員。 

 

山本委員 

質問ではないのですが、介護保険の基金は安定的な運営で必要なことは認識しているのですが、5 億円くらい

の基金が積み上がっているということであれば、介護サービスの充実など介護保険料の引下げとか、基金を還元

していくということも考えていただきたいと思います。 

 

桜井副委員長 

質問通告は以上になります。 

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、介護保険特別会計 の質疑を終了いたします。 

15分空気の入替えも含めまして、3時 15分まで休憩といたします。 

 

午後 2時 57分 休 憩 

午後 3時 13分 再 開 
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桜井副委員長 

休憩を解き、再開をいたします。 

次に、一般会計の民生費の社会福祉費の子育て発達支援センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育

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

青木委員。 

 

青木委員 

私からは、1点お伺いいたします。 

家庭児童相談室運営事業についてです。決算書は 147ページ、報告書 15ページになります。まず、近年の相談

件数の推移についてお伺いいたします。その過程の中で、相談内容の変化等があったのかどうかお尋ねいたしま

す。 

 

桜井副委員長 

尾崎子育て支援部次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

家庭児童相談室への相談件数の推移についてでございますが、平成 30年度が延べ 3,518件、実件数で 197件、

令和元年度が延べ 4,626件、実件数が 227件、令和 2年度が延べ 4,191件、実件数では 221件となっておりまし

て、年度によって多少のばらつきはありますが、全体として、延べ件数については、増加傾向にあり、実件数で

は多少ばらつきあるものの 200件程度で推移しているところでございます。相談内容につきましては、児童虐待

に関する相談が、前年比 22 件増加して 54 件、家庭環境等に関する虐待以外の養護相談が前年比 30 件減少して

98 件、障がいに関する相談が前年比 20 件減少して 13 件、性格行動に関する相談が、前年比 7 件増で 28 件とな

ってございます。 

 

桜井副委員長 

青木委員 

 

青木委員 

お答えいただいた諸々の変化等について、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行の影響による変化と認めら

れるようなものはあるのでしょうか。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

新型コロナウイルス感染症の影響による相談内容の変化は多くは見られないところでございます。 

 

桜井副委員長 

青木委員。 

 

青木委員 

最後にお尋ねしたいのですが、新型コロナウイルスの流行後、家庭内や育児に関する問題というものがマスコ
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ミ、メディアを見ましてもクローズアップされております。特に、北広島市においてコロナ禍における育児の悩

みですとか、そういう問題に特化した調査、例えばアンケートなどを実際に市として行っておられるのか。行っ

ていないとすれば、今後、行う計画があるのか。私はこのような調査は市で行うべきじゃないかと思っています。

その点についてのご見解をお願いいたします。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。  

 

尾崎子育て支援部次長 

コロナ禍における育児における悩みなどの調査というお話でございましたが、育児に関係することについては、

保健センターで行っている子育て包括支援センターであります。子ども家庭課で所管しているのは虐待などの相

談を担当してございます。調査については現在ところ考えてはいませんが、今後、子育て包括とも協議を行いな

がら検討してまいりたいと思っております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

永井委員。 

 

永井委員 

決算書 142ページ、報告書 14ページの母子・父子自立支援相談事業について伺います。 

こちらは非常勤職員で対応しているかと思うのですが、この支援員の勤務状況について伺います。非常勤の職

員の一人平均勤務時間が 6時間ということが資料にも示されているのですが、緊急事案や突発的な対応が必要と

なるケースも出てくると思いますので、そのような場合の勤務実態についても含めて伺います。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

母子・父子自立支援員につきましては、家庭児童相談員との兼務で会計年度任用職員として 4名配置しており

ます。相談窓口の受付時間は 9時から 17時までとなっておりまして、4名の相談員でシフト勤務を行っておりま

す。緊急時の対応ですとか、相談者の個別の事情に応じた受付時間以外の対応した場合などにつきましては、例

えば、振替休日などの勤務時間の調整により対応しているところでございます。 

 

桜井副委員長 

永井委員。 

 

永井委員 

緊急事案への対応などの振替休日などはきちんと取っていますということですが、現在の支援員の平均年齢な

どをお示しできる範囲でお願いいたします。何故かといいますと、やはり年齢を重ねて体験経験を積み重ねたベ

テランの方も必要だと思うのですが、後継者も育てていかなければいけないのかと思いますので、その点につい

て伺います。 

また、支援員の現段階での一人当たりの担当者の件数っていうのがどれくらい持っているのでしょうか。当市
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では、生活保護ですと一人当たり大体、80 人から 90 人ぐらい担当件数持っていたと思うのですが、その辺につ

いて伺います。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

まず、支援員の平均年齢ですが、手元に資料はないのですが 60歳を超えている方も複数名います。相談員一人

当たりのケースの件数ですが、年度によって違ってきますが、昨年度につきましては、実相談件数から割り返す

と 90件程度担当しているところでございます。 

 

桜井副委員長  

永井委員。 

 

永井委員 

市としてもその後継者育てという、人材育成ということにも力を注いでいっていただきたいと思います。 

再々質問で、1人当たり 90件ということですが、現在、その 5人の非常勤職員で対応しているということです

が、相談件数自体は過去 3年間ほどですが微小傾向で、特に資料の中では昨年度は減少傾向が見受けられます。

ただ、今後このコロナ禍の状況の中でも、相談の件数などが増えていく可能性もあるかとも考えられますので、

現在の 5人と非常勤職員の体制で充足しているのかどうか。場合によっては、職員課などとも連携し合って、職

員の充足というのも考えなければいけないかと思いますが、その辺について伺います。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

現在は 5 人ではなくて、4 名の配置で行っております。この配置で、年によって件数や相談内容も随分違うも

のではありますが、ベテランの支援員でありますので、しっかりと対応しているところでございます。来年度か

ら子ども家庭総合支援拠点事業も考えておりますので、今後の体制について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 

桜井副委員長 

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。 

子育て支援施設等感染症対策事業、決算書 149から 151、報告書 78ページでございます。これを見てみますと、

この中で備品購入費が 795万ほど使われている実績がありますが、購入の品目の内容や、どういう物をどこに配

置をしたのかお伺いしたいと思います。 
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桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

感染症対策で購入した備品のうち、子ども家庭課所管分につきましては公立保育園分です。主なものとしてサ

ーマルカメラ、加湿空気清浄機、冷風除湿機を公立保育園で整備しております。また、私立保育施設につきまし

ては、国の補助金を活用しまして、各施設においてエアコン、空気清浄機、遠隔会議等に使用するノートパソコ

ンなど感染症対策に必要な物品を整備したところであります。 

 

桜井副委員長 

小田島委員。 

 

小田島委員 

そうしますと、全てが市立の施設ということの扱いでしょうか。それとも補助金等という言葉もありましたが、

備品購入費で買ったものが、外の民間施設にも配置をしているということでしょうか。お聞きいたします。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

備品購入費につきましては公立の保育園となっております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

いくつかお伺いします。 

まず、母子・父子自立支援相談事業について伺います。決算書は 145ページ、報告書は 14ページです。質疑内

容は、昨年度の相談件数から減少していることについて、相談の対応状況を伺います。その相談の中でコロナ禍

の影響に関する相談状況という部分は、先ほど青木委員の質疑の中で確認出来たので省きます。 

生活困窮支援の相談窓口は福祉課のほうであるのですが、窓口との連携状況はどのように行っているのか伺い

ます。 

次に、家庭児童相談室運営事業についてですが、ほかの委員からも発言がありましたが、相談の減少している

ことについて、単なる現象なのか、コロナ禍で色々なことが自粛という状況で子育て家庭にとって発信のしづら

い状況があるというところでの影響なのかなど、現場でどのように認識されているのか伺います。 

次に、子どもの権利擁護事業について質問します。決算書 147ページ、報告書は 16ページです。令和 2年度に

救済申立てに至る相談事案はあったのか確認いたします。 

また、子どもの権利事業についての周知・広報について、この間、周知アイテムとしてポケットティッシュや

カード後クリアルなどを作成して配布してきました。また、子どもの権利ニュースも発行されていて、いろいろ

なところで、「見たことがあるよ」と私も伺いまして、周知が広まっているというのを感じるのですが、今後の周

知の取組について、どのように検討していくのか伺います。 
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次に、地域子育て支援センター事業について質問します。決算書 150ページ、報告書は 17ページです。感染症

拡大に伴い、各施設休館など対応した期間があったかと思います。その休館となった状況について、日数なども

含めて伺いたいと思います。また、休館をしていても、来訪してくる親子への個別の対応している様子も見受け

られましたが、その対応状況についても伺います。そして、緊急事態宣言は今月いっぱいで区切りがつく状況が

ありますが、今後、再びの同じような状況が起きたときの対応など検討していることなどありましたら、併せて

伺います。 

次に、児童センター運営費について伺います。決算書は 143ページです。令和元年度の委託費の決算としては、

4,353万円というところで決算されていて、令和 2年度は 4,390万っていうところで、40万円程度の増額になっ

ています。こちらの児童センターは 3施設とも委託で運営されていて、緊急事態宣言等による休館になっている

期間の非正規で働かれている時間給で働いているスタッフの人件費については、稼働シフトも子どもたちが来な

いわけですから、いろいろなシフトの調整もやむなく行われていることは推察できますが、やはりスタッフの人

材の確保というところで、人件費の支給についてはどのように把握されているか伺います。 

1回目の質問は以上です。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

まず、母子・父子自立支援相談についてお答え申し上げます。令和 2年度は貸付けですとか、手当など経済的

な相談が前年度比 16件増の延べ 834件、家庭紛争、就労などの生活一般相談が前年比 79件増の延べ 740件、養

育など児童に関する相談が前年比に 265件減少して、延べ 171件となっております。新型コロナウイルス感染症

の影響などによる減収などの相談はありますが、相談全体の傾向は年度によってばらつきがあり、感染症の影響

による相談傾向の顕著な変化は見られないところでございます。また、感染症の影響で減収したなどの相談があ

った場合については、北海道のひとり親福祉資金貸付けの利用のほか、社会福祉協議会などの生活困窮支援窓口

を紹介しているところでございます。 

次に、家庭児童相談室への相談件数の推移についてですが、平成 30 年度が延べ 3,518 件、令和元年度が延べ

4,626 件、令和 2 年度が延べ 4,191 件となっておりまして、年度によるばらつきは見られますが、全体としては

増加傾向にあるのではないかと考えております。件数が多くなっている年度につきましては、例えば兄弟の多い

世帯に関する相談が多く、延べ件数としては多くなっていることが考えられます。全体として相談件数が増加傾

向にあることにつきましては、家庭児童相談室が相談窓口として関係機関に周知浸透してきているものによるも

のと考えております。 

次に、子どもの権利擁護事業についてお答え申し上げます。救済申立てにつきましては、令和 2年度は 1件の

申立てがあったところです。子どもの権利擁護事業の今後の周知についてでございますが、これまでも、様々な

周知活動を行ってきており、少しずつですが着実に認知度は上昇しているところであります。こうしたことに合

わせて、来年度は子どもの権利条例制定から 10周年を迎えますことから、新たな啓発物品の更新ですとか、新た

な啓発の方法などについて検討してまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

石間子育て・学童担当参事。 

 

石間子育て・学童担当参事 

私から地域子育て支援センター運営事業についてお答えいたします。 
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新型コロナウイルス感染症によります、地域子育て支援センターあいあいの休館についてでありますが、感染

拡大防止によります外出自粛に伴いましては、令和 2年 4月 1日から 6月 6日までの土日を含む 68日間休館とな

りました。実施日数につきましては、235 日で延べ 3,925 名の親子の利用となっており、感染拡大防止のため、

市内在住の方のみとしまして、利用時間や利用人数に制限を設けたことで、例年より来館者は減少となっており

ます。また、休館中は、外出の自粛に伴いまして来訪はほとんどなく、親子への対応につきまして、保護者から

「実家に戻れず、人と話すことがなかったので、大人と話がしたかった」「子どもと 2人でいるのが大変だった」

「遊び場所がなくて困った」などの声が聞かれまして、親子ともにストレスがたまることが予想されたため、お

家でできる遊びをお便りにして紹介し、ホームページのほうにも掲載しております。休館中の取組でしたが、再

開後もお便りによる遊びの紹介とホームページへの掲載を継続してまいりたいと考えております。今後、再度の

休館を見据えた対応としてセンターで考えている支援策につきましては、コロナ禍がまだ長引いてしまうことも

踏まえまして、ズームを使ったオンラインの形式での講座や親子で楽しめる内容を計画して、実施に向けて準備

を進めているところであります。 

続きまして、児童センター運営事業につきましてですが、市内児童センターは委託により運営しておりますが、

緊急事態宣言等の休館で出勤していなかったスタッフの人件費につきましても、前年度の給与をもとに一定程度

出勤したものとみなして補償していることを確認しております。 

 

桜井副委員長 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

再質問いたします。昨年度の相談状況はいろいろと伺い、確認出来ました。 

母子・父子自立支援相談事業の相談の中で、ご夫婦が別居するなど、離婚に向かうという状況になった場合の

相談を受けていることと思いますが、対応状況について伺いたいと思います。相談事業全体のうち、そういう相

談はどの程度あるのか、割合や件数など伺います。 

次に、子育て支援センター事業についてですが、様々工夫されてきたということが確認出来ました。今後もオ

ンラインを活用するというところを期待したいと思います。この子育て支援センターの集いの場をお休みしたこ

とによって、保護者の方からの声もご紹介ありましたが、子育て家庭、子どもへの今後の懸念される影響につい

て、何か認識されていることがあれば伺いたいと思います。 

それから、児童センターの運営費についてですが、前年度の支給にならって、一定程度の保障がされていると

いうことを確認いたしました。現在 3 館ある児童センターのうち、4 年前、直営だった輪厚児童センターが民間

委託になる際に、地域の方から直営のままでいいという声も多くあり、いろいろな説明会や懇談会を経て、今の

委託運営に至っていますが、その際、地域住民の方がすごく心配されていたのは、運営内容はすごく高い評価が

寄せられていたこともありますし、それに加えて委託になることで、働く先生たちの収入の保障の質をきちんと

確保できるようにしてほしいという寄せられた声の中に多くありました。市で設置している児童センターの運営

は委託になっていますが、そういう視点で、今後も運営状況を担当する部署として把握していただきたいという

ことを要望として申し上げておきます。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

母子・父子自立支援相談事業の延べ相談件数のうち、離婚に関係する相談は令和 2年度につきましては、全体
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の約 6％程度あったところでございます。 

 

桜井副委員長 

石間参事。 

 

石間子育て・学童担当参事 

これまでも、お母さんたちの気持ちに声に耳を傾けながら対応してきたところですが、これまで以上に集いあ

える場を設けていけたらと思っております。 

 

桜井副委員長 

鶴谷委員。 

 

鶴谷委員 

母子・父子自立支援相談事業の再々質問です。 

離婚に向かう状況下の相談が 6％程度あるということで、ひとり親世帯という手続が終えてしまえば、市とし

て様々な支援サポートが利用できるのですが、別居や調停中の期間に受けられる支援がすごく乏しいという実態

を改善できない社会状況があることは、私も子育て支援をする中で感じることがあります。民間団体が実施した

別居中・離婚前のひとり親家庭実態調査というものの報告がインターネット上で公開されていますが、行政や専

門機関に相談しない家庭というのが 7割という結果が出ていました。その理由として挙げられていたのが、「仕事

上、平日に相談する時間がとれない」「相談しても解決しない」「相談しても支援を受けられないと思う」と相談

する前に諦めているケースが多いというアンケートの調査結果が報告されていました。家庭児童相談室の運営事

業でも、同じ相談ですので合わせての改めての提案ですが、相談対応する曜日の時間などの拡大に向けた検討、

やはり、民間事業や市民事業のなどの活用も含めて、この手続の隙間の中で、届けられない声を拾っていく、セ

ーフティーネットの構築っていうのを進めていくべきではないかなと考えます。子どもの貧困対策計画や、これ

からもう一つ新たな子育て支援の枠組みが始まるところだと思うのですが、改めてこの相談窓口の拡大に向けた

検討について、要望としてお伝えするのと、見解があればお伺いしたいと思います。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

離婚に係る相談をされる方については、様々な課題を抱えていると承知しているところでございます。現在で

も、例えば、子どもが居て相談時間に来られないなどという方については、相談していただければ、対応が可能

になっておりますし、ファミリーサポートセンターなどでお子様を預かって相談するということも可能となって

おります。多種多様な課題を抱えている相談者状況に応じて個別に寄り添った対応をすることが、何より重要な

ことだと考えておりまして、今後もそのような対応に努めてまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

人見委員。 
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人見委員 

私からは 3点質問します。 

まず、子どもの権利擁護事業、決算書 147ページで報告書が 16ページ、これに関しましては、令和元年度の相

談件数 77件から、令和 2年度は 83件ほぼ微増程度ですが、コロナ禍において相談の内容に変化があったのかど

うかお尋ねします。 

2点目、子ども未来応援事業、決算書 149ページで報告書 16ページ。新規の事業ですが、利用状況についての

利用人数や習い事の種別などについてお尋ねします。 

3 点目です。保育士就労促進事業、決算書 155 ページで報告書 18 ページです。新規就労祝い金に該当した 16

名いらっしゃいますが、この方たちが応募に至った状況や、その人たちの勤務の継続状況についてお尋ねします。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

まず、子どもの権利擁護事業についてお答え申し上げます。令和 2年度につきましては、これまで子どもの権

利の救済委員会を計 8回、巡回子どもの権利相談は計 16回実施をし、相談件数は延べ 83件を受け付けたところ

でございます。相談件数 83 件の内訳としましては、家族関係に関するものが 27 件、不登校に関するものが 20

件、子育てに関するものが 12件、学習進路に関するものが 7件、身体的悩みに関するものが 4件、学校生活友人

関係に関するもの 3件、その他 10件となっております。コロナ禍以前と比較しますと、学校生活に関する内容が

減って、かわりに家族に関する内容が増えところが見られまして、家庭にいる時間が長かった影響もあるのかな

と感じているところでございます。 

次に、子ども未来応援事業ですが、令和 2年度におきまして、申請件数は延べ 279件、申請額は延べ 467万 75

円となっておりまして、当初予算額 318万円を上回る申請をいただき、補正予算等で対応させていただいたとこ

ろでございます。習い事の内訳につきましては、塾が延べ 159件で全体の約 57％を占めており、次に、通信教育

が延べ 23件、家庭教師が延べ 17件、その他が延べ 80件、合計で 279件となっております。その他の内訳は、ダ

ンスが 11件、そろばんが 13件、英会話が 4件、音楽が 18件、球技が 6件、習字知書道が 12件、武道が 9件、

陸上競技 4件、水泳が 3件となっております。 

保育士就労促進事業について、新規就労祝金につきましては、申請された方が全て新規就労祝い金の支給対象

となっており、16人全員が現在も継続して勤務されていることを確認しております。きたひろ手当につきまして

は、民間の各保育施設において保育士を採用するにあたって、非常に有効な手段であるということを施設側から

お話ただいているところですが、実際に新規就労した方がこの手当てを知って応募したかどうかにつきましては、

把握はしていないところでございます。 

 

桜井副委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

2点再質問します。 

まず、子ども未来応援事業ですが、非常にいい制度で多岐にわたる利用ができるということですが、生徒とか

保護者の反応や意見などを伺っているかをお聞かせください。 

もう 1点。保育士就労促進事業ですが、今のご答弁にもありましたが、この制度があるということを知って応

募したのか、たまたま応募したらこういう制度を知ったのということによって、この制度の重みが違ってくると
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思います。やはり 1 件 30 万円という就労のきたひろ手当もありますが、16 人だけでも事業支出だけで 480 万に

なるわけですから、この制度がより有効になるためにも、保育士に対してのアンケートなどをして、この制度を

有効に使っていく必要が私はあると思いますので、その点について見解をお聞かせください。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

まず、子ども未来応援事業についてですが、多くの方に利用されている事業でありまして、窓口でもおおむね

良好な反応を得ておりますことから、多くの市民に必要とされている事業であると認識をしております。 

保育士就労支援事業の新規就労祝い金ですが、こちらは議員おっしゃるとおり、効果や成果などを検証する手

段はとても大切なことと認識しておりますので、検証する手段として認知度ですとか周知方法などを施設や保育

士に対して、アンケート調査を実施することについて検討してまいりたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

人見委員。 

 

人見委員 

この応募に至る動機などを知ることによって大きなお金を使った制度ですので、有効になるようなアンケート

や調査などをお願いいたします。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

木村委員。 

 

木村委員 

質問させていただきます。 

保育士就労促進事業について、155ページ、附属資料 18ページです。予算額では 2,310万円に対して決算額が

1,760万 5,000円だった理由をお聞かせください。 

それと、新規就労祝金、16名ということでしたが、当初の予算で何人を予定していたのかお伺いします。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

保育士就労支援事業につきましては、昨年度から始まった事業でありまして、当初予算の積算時における、新

規就労者数、保育士手当の該当者数の見込みと、実際のニーズに差異があったため予算を下回ったものでござい

ます。なお、新規就労者の予算積算時の見込みにつきましては 20名としておりました。 

 

桜井副委員長 

木村委員。 
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木村委員 

この事業に関しては、一応 0歳から 2歳の保育の受入れ確保のために、北広手当を支給するものですが、本当

に保育士確保が難しい中、16人が新規就労したことによりまして、その新規就労の方がそのまま 0歳 2歳を担当

するわけではないと思いますが、このことによって何名の児童の受入れが確保出来たのかお伺いします。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

昨年採用された 16名につきましては、現在も勤務を継続されていることを確認しているところですが、退職さ

れた方もおりまして、純粋に 16名が増えたわけではございません。これで受入れ可能人数が何人になったかとは

言えない状況ですが、令和 2年度につきましては、定員を 20名増やしたこともありまして国待機児童は出なかっ

たところでございます。 

 

桜井副委員長 

木村委員。 

 

木村委員 

退職された方もいらっしゃるということですが、それでは令和 2年の国待機児童は居なかったのですが、令和

3年に関してはどうなのかお伺いします。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

最新の 9月 1日現在においても、国待機児童は出ていないところでございます。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

稲田委員。 

 

稲田委員 

先ほど、人見委員が質問されました子ども未来応援事業についてお伺いいたします。習い事、学習塾の費用の

一部を助成するとありますがこの一部という解釈はどのようにしたらいいのか伺います。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

こちらの費用はひと月当たり 5,000円を上限としております。 

 

  



R3.09.28【決算審査特別委員会】個別質疑 2日目 

70 

 

桜井副委員長 

稲田委員。 

 

稲田委員 

子どもの夢をかなえる、とてもいい事業だと思いますが、今回は補正予算で皆さんの希望にお応えしているよ

うですが需要に対しての対応については、今後どのようにお考えでしょうか。 

 

桜井副委員長 

尾崎次長。 

 

尾崎子育て支援部次長 

昨年度の結果を受けまして、今年度については予算を少し増額して計上しているところでございますし、仮に

不足が生じるような場合については、補正予算等で対応を検討させていただきたいと考えております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ございませんか。 

藤田委員。 

 

藤田委員 

1点だけお聞きします。 

143 ページ、児童センター運営経費です。昨年も聞いておりますが、児童センターの施設ごとの利用者数と、

その内訳として未就学児童、小学生、中学生以上の内訳はどのようになっていて、一つの児童センターで二つの

小学校から児童が来ている場合は、その小学校ごと人数が分かればお知らせください。 

 

桜井副委員長 

石間参事。 

 

石間子育て・学童担当参事 

令和 2 年度におきます児童センターの延べ利用者数は、輪厚児童センターで未就学児童が 109 人、小学生が

3,208 人、中学高校生が 217 人、大人が 1,331 人で合計 4,865 人でした。大曲児童センターにつきましては、未

就学児童が 461人、小学生が 753人、中学生高校生が 157人、大人が 466人で合計 1,837人でした。北広島団地

児童センターにつきましては、未就学児童が 118人、小学生が 1,232人、中学生高校生が 126人、大人が 265人

の合計 1,741 人でした。3 館の合計の利用者数は延べ 8,443 人で、令和元年度は利用者数の 2 万 6,089 人でした

ので、全体で 1万 7,646人の減少となっております。令和 2年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の

ため 4 月 1 日から 6 月 14 日まで休館した期間に利用者がなかったこと。また、6 月 15 日からの開館の際には、

感染拡大予防のために、北広島市民に利用を制限したところがあるものと考えております。また、小学生の利用

についてですが、北広島団地児童センターは、双葉小学校が 1,133 人、緑ヶ丘小学校が 84 人、東部小学校が 10

人、北の台小学校 5人の合計 1,232人です。大曲児童センターにつきましては、大曲東小学校が 639人、大曲小

学校が 78人、西の里小学校が 8人、東部小学校が 10人、北の台小学校 6人、双葉小学校 2人、その他 10人の合

計 753人です。輪厚児童センターにつきましては、西部小学校 3,208人、ほかの小学校の利用はありませんでし

た。小学校ごとの合計では、東部小学校が 20 人、北の台小学校が 11 人、大曲小学校 78 人、大曲東小学校 639

人、西部小学校 3,208人、双葉小学校 1,135人、緑ヶ丘小学校 84人、西の里小学校 8人が市内のセンターを利用
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しております。 

 

桜井副委員長 

藤田委員。 

 

藤田委員 

1点だけ確認です。 

西部児童センターの西部小が 3,208人ととても多いのですが、主な理由はどのようなものと思っているいのか

ご説明願いたいと思います。 

 

桜井副委員長 

石間参事。 

 

石間子育て・学童担当参事 

輪厚児童センターにつきましては、併設している西部学童クラブや近隣にあります西部第 2学童クラブの利用

が多いことが要因となっております。 

 

桜井副委員長 

ほかに、ご質問ございませんか。 

以上で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、民生費の社会福祉費の子育て発達支援センター費、児童福祉費、教育費の教育総務費の教育振興費の

うち、幼稚園就園準備支援事業、幼稚園協会連携事業及び幼稚園振興事業 の質疑を終了いたします。 

以上をもちまして、本日予定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。 

 

午後 4時 01分 終了 

 


