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令和４年第２回 

美唄市議会定例会会議録 

令和４年６月１０日（金曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

   

◎出席議員（１４名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  山 崎 一 広 君 

７番  川 上 美 樹 君 

８番  楠   徹 也 君 

９番  松 山 教 宗 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保険福祉部長  川 西 勝 幸 君 

経 済 部 長  土 屋 貴 久 君 

 都市整備部長  清 水 真 史 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  菅 原 利 彦 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  新   宗 晃 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

 選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

 選挙管理委員会事務局長  日 下   聡 君 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  高 橋 修 也 君 

 

a監 査 委 員   西 尾   正 君 

監査事務局長   橋 本 光 明 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開会 

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

４番 山上他美夫議員 

５番 本郷 幸治議員 

を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

発言通告により、順次発言を許します。 

９番松山教宗議員。 
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●９番松山教宗議員（登壇） 令和４年第２

回定例会において、大綱２点について市長に

質問をいたします。 

大綱１点目は、経済振興についてです。 

一つに、ＷＤＣ構想についてであります。

本市の基幹産業であった炭鉱の閉山後、地域

経済振興のため、東明工業団地に続き、茶志

内地区と奈井江町にかかる空知中核工業団地

は、当時、中小企業基盤整備機構により開発

され、数社の企業進出がありましたが分譲が

進まず、本市に用地が譲渡され、空知団地と

して約８年が経過しました。その中、本市で

は空知団地を活用すべく、食料備蓄基地構想

やＷＤＣ構想がそれぞれ展開されており、Ｗ

ＤＣ構想においては、これまで空知団地を基

軸に着実に展開がなされ、これまで平成26年

から30年までの５年間、ＮＥＤＯによる雪冷

熱エネルギーを活用した実証実験や廃熱を利

活用した実証実験、そして実証後の施設を本

市が受け、実証データをもとに企業誘致が活

発化し、昨年４月には民間企業数社による本

格創業が始まるなど、本市経済振興において

大きな転機となり、空知団地に民間事業者の

データセンターを中心としたＩＴ集積地域と

して、現在は着実に進んでいることは承知し

ております。ここへ至るまでに、長年にわた

る積極的なプロモーションや企業誘致活動に

取り組んできた担当部の成果であり、今後、

持続可能なまちづくり、地域資源を生かした

まちづくりを進めていく上で、地域産業振興

の発展が必要不可欠でありますので、より一

層、確実なものとなるよう、期待したく思い

ます。第２次美唄市産業振興計画、産業振興

施策の展開方向には、美唄市の優位性を生か

した新たな企業、事業の創出とあり、ＷＤＣ

や食関連事業等の立地促進と明記され、本市

の新たな産業振興施策としても空知団地で進

められているＷＤＣ構想は重要な位置付けと

され、雪の利活用、省エネルギーや自然エネ

ルギーの活用、廃熱の利活用や食関連加工工

場や備蓄など、災害の少ない立地を含め、地

の利を生かした本市産業振興計画上において

も、現実となりつつある段階にあります。こ

こ数年の世界情勢を伺うと、脱炭素社会の実

現に向け、環境問題やエネルギー問題、食料

問題などが叫ばれ、急速な高度情報化による

情報量の増大や保全など、現代社会ではそれ

らの対応が求められ、国連のＳＤＧｓの提唱

により、急速に世界は動いており、これらの

取り組みが追い風となっていることは大きく

期待するところもございます。改めて、本市

はデータセンター誘致やハイテクセンターを

含め、ＩＴ集積地として先行して取り組んで

おりましたので、産業の進行が難しい昨今に

おいて、まさに千載一遇のタイミングであり、

これまでも一般質問において何度か質問して

きましたが、高齢化や人口減少の著しい本市

にとって、空知団地などへの関連企業の誘致、

事業による創業を確実にしていくことは、未

来を見据えた重要な取り組みであると改めて

考えております。そこで空知団地で進められ

ているＷＤＣ構想について、現在、データセ

ンター関連企業の進出や関連施設の建設にか

かる全般の事業進捗状況と、今後想定されて

いる具体的な国や市の支援策について、どの

ように推進して支援をしていくのか、その進

め方について市長にお伺いをします。 

大綱２点目は、福祉行政についてでありま
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す。 

一つに、介護保険サービス事業についてで

す。本年１月、本市の人口は自然減や人口流

動などにより２万人を切り、あわせて高齢化

による高齢者比率が43％を超えたことは承知

しております。昨年策定された、第８期美唄

市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に

は、「ともに支え合い、安心して暮らせるまち

づくり」の実現を目指し、貯筋体操を中心と

した介護予防を実施しながら、医療機関と緊

密な連携を図り、健康寿命を延伸し、地域全

体での見守りや生活支援ができる体制を構築

する美唄らしい地域包括ケアシステムが示さ

れ、高齢者が住み慣れた本市において、安心・

安全に暮らせるまちを目指し、国や北海道の

高齢者福祉事業や介護保険事業制度などにの

っとり、本市の実情に合った施策が行われ、

高齢者にとっても、介護認定を受けておられ

る方にとっても、心豊かに暮らせるよう、各

サービス事業が、国が定めた介護保険制度が

スタートした平成12年度から平成22年度まで

に計画を策定し、見直しながら進められてい

ることは理解しております。そこで、本市の

介護保険サービス事業において、一つに、現

在、要支援から要介護など認定を受けている

方のうち、介護サービス事業を利用している

方はどれぐらいいるのか。また、介護認定者

の今後の推移や傾向はどうなるか伺う。二つ

に、本市には現在、介護事業所が数か所あり、

介護スタッフ不足などが社会問題となってい

ますが、その実情の把握、そして被保険者や

介護サービス事業者に何か影響があるのかな

ど把握したのかと思いますが、全体的にどの

ようになっているのか伺う。三つに、さらに

本市の介護サービスを受けている方の利用の

しやすさについて。また、以前、８年前だっ

たでしょうか、介護認定を受けるのに介護認

定調査会の認定の事務的手続に時間がかかる

という問題がありましたが、現在は改善され

てどのようになっているのか、あわせて状況

を伺います。 

２点目は、配食サービス事業についてであ

ります。本市のコミュニティ施策として、見

守りや生活支援の大切な事業の１つである高

齢者の主にひとり暮らしの方で、心身虚弱等

のため、しっかり栄養を取ってもらうための

食事をはじめ、日常生活を営む上で支障をき

たしている方に対して、夕食弁当の配食サー

ビスを行っていることは承知しております。

生活する上で、衣食住の食は大切であり、高

齢者やひとり暮らしの方にとっては、自分で

買物や調理を行い、煩わしいことなど不安要

素としてございますが、食を提供することへ

の安心感としっかりと他者に見守られている

安心感と重なる、とても大切な事業となって

いることもあわせて承知をしてございます。

そこで、本市の配食サービス事業の現状とそ

の課題、成果についてお伺いします。また、

インフレや世界情勢により、燃料単価や野菜

などの原材料が高騰している状況において、

値上げなどを考えているのか、それらの転用

なども含め、どのように考えているのか、市

長にお伺いをいたします。 

●市長板東知文君（登壇） はじめに、経済

振興について、ＷＤＣ構想についてでありま

すが、事業の進捗状況につきましては、令和

３年４月に構想の事業化を目的とした株式会

社ホワイトデータセンター（ＷＤＣ）が設立
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され、同年12月に環境省「脱炭素イノベーシ

ョンによる地域循環共生圏構築事業」の採択

を受け、本年３月に実施設計が完了している

ところでございます。本年度におきましては、

現在、建築確認申請を行っている段階であり、

その概要は、延べ床面積が2,458平方メートル、

鉄骨造２階建て、200ラック規模のデータセン

ターを計画していると伺っております。また、

事業者は総務省がデータセンター等の地方分

散による、デジタルインフラ強靱化を促進す

るため、本年度、新たに創設した「デジタル

インフラ整備基金助成事業」への補助事業申

請を現在行っており、この採択を受けること

ができれば、９月を目途に着工される予定と

伺っております。次に、支援策につきまして

は、道においては北海道産業振興条例により

必要な支援を行うほか、市といたしましても、

着実な事業の推進に向けて、企業と連携を図

りながら、総務省や環境省をはじめ、国等に

対する支援要請活動を行っているほか、美唄

市産業振興条例による助成など、必要な取り

組みを行っているところであります。また、

ＷＤＣを核とした産業クラスター、関連産業

につきましては、雪冷熱エネルギーやデータ

センターの排熱等を利用した食料生産事業や

関連するＩＴ関連産業などの空知団地への集

積につながるよう、引き続き、企業誘致の取

り組みを進めてまいります。 

次に、福祉行政について、本市の介護保険

サービス事業についてでありますが、はじめ

に、介護認定者数につきましては、令和４年

３月末の集計における第１号被保険者の要介

護認定者数が、要支援１と２の方、711人、要

介護１から５の方、1,211人、合計1,922人と

なっております。次に、要介護認定者のうち、

介護保険サービスを利用している方は約75％

と、４人に３人が介護保険サービスを利用し

ております。また、高齢者数は平成29年をピ

ークに減少しているところでありますが、要

介護認定者数につきましては、高齢化率が

年々上昇し、後期高齢者の割合も高くなるこ

とから、横ばい傾向がしばらく続くものと推

測しているところであります。次に、本市の

介護事業所数と現状につきましては、介護事

業所数は、令和４年３月末で40の事業所があ

り、３年ごとに見直しを図る介護保険事業計

画に基づき、受給バランスを取ることとして

おり、現在のところ全体としましては、人材

不足による介護保険サービスの影響はないも

のと認識しているところでございます。また、

要介護認定に係る申請から認定までの期間に

つきましては、厚生労働省の要介護認定適正

化事業の業務分析データによりますと、本市

においては、平成29年度以降、平均29日で結

果が出ており、これを全道・全国平均と比較

しまして、８日ほど早い認定が出来ていると

ころでございます。 

次に、配食サービス事業についてでありま

すが、日常生活を営む上で支障をきたしてい

る方に対して、安定的な食生活を確保すると

ともに、安否確認を兼ねて、夕食の配食サー

ビス事業を行っているところでございます。

利用者数につきましては、令和３年度末で168

人、１日平均で約86食の利用があり、利用者

のニーズに的確に応えていることから、現状

においては、特に課題はないものと考えてい

るところであります。事業の成果といたしま

しては、安定的な食生活の確保と栄養のバラ
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ンスが保たれているほか、弁当の宅配時に普

段と違う異変などを感じたときに、配達員が

体調不良の方を発見し、緊急の受診につなげ

るなど、高齢者等の安心・安全な生活を支え

ているところでございます。また、今般の物

価高騰の影響につきましては、食材の工夫な

どによる対応が図られておりますが、対応が

難しくなった場合には、委託業者である社会

福祉協議会と緊密に連携し、必要な対応を行

ってまいりたいと考えております。 

●９番松山教宗議員 １点目は経済振興であ

りますけれども、空知団地への企業誘致によ

り、本市の今後の税収増や雇用拡大など期待

するところでありますが、ＷＤＣの事業化は

本当に大きな一歩と考えてございます。空知

団地で更なる企業集積に向けて、市では令和

２年度及び３年度において、雪解け水を利用

した事業化、サーバー排熱を利用した養殖事

業などの実証や実現可能性を調査している。

そこに対して助成を行っていることは承知し

ておりますが、空知団地への更なる企業の誘

致や集積について、確実にするために、ここ

数年間、とても大切な時期であろうかと考え

ております。そこで、できるだけ市がバック

アップすべきではないかと考えておりますの

で、本市としての今後の展開についてお伺い

したいと思います。 

２点目は福祉行政についてでありますが、

本市の介護保険事業者の１つが、夏頃に事業

所を撤退するという声も伺ってございます。

本年１月には種別は違いますけれども、居宅

介護系の事業所が事業をやめるなど、本市の

介護事業サービスに関して非常に不安を持っ

ている市民の方も多いと伺ってございます。

本市は高齢化率も高いため、介護事業者が減

ると、今後必要な介護保険サービスを受ける

ことができないのではないかという危惧もご

ざいます。また、本市の高齢者予備軍にとっ

ても安心・安全に住み慣れた地域で暮らして

いくための必要不可欠な施策でもありますの

で、今後も非常に大切な分野であると考えて

ございます。そこで、今回の撤退等を含めて、

経営者としてどのように受け止めているのか。

また、介護保険事業者が撤退する理由なども

把握されているのか伺うとともに、また、今

後の美唄市の介護保険事業の在り方について、

市長のお考えを伺いたいと思います。 

●市長板東知文君 ＷＤＣ構想、今後の事業

展開についてでありますが、データセンター

を核といたしました空知団地への関連産業の

集積、いわゆる産業クラスター等についてで

ありますが、市独自の支援施策である「地域

資源活用型事業化実現事業」を創設いたしま

して、令和２年度においては、「地域資源であ

る雪解け水を活用した事業化検討事業」及び

「未利用資源活用バイオ発電事業化検討事

業」、さらに令和３年度におきましては「雪解

け水を活用したうなぎ養殖等の事業化検討事

業」に対して、それぞれ助成を行ったところ

でございます。この検討事業の調査結果につ

きましては、具体的に申し上げますと、令和

３年10月におきまして、関西の企業でござい

ます株式会社ミリオナ化粧品が空知団地に進

出し、事業計画の発表を行ったほか、株式会

社ホワイトデータセンター（ＷＤＣ）が取り

組む白きくらげの栽培やうなぎの養殖実証な

どが報道され、全国からも注目を集めている

ところであります。市としましては、こうし
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たＷＤＣ構想全体の取り組みにより、本市の

雇用や税収の増加に繋げるとともに、国が進

める新しい資本主義に向けた改革の重点分野

でございます、グリーン・トランスフォーメ

ーションやデジタル・トランスフォーメーシ

ョン、いわゆる脱炭素社会やデジタル田園都

市国家構想の実現への貢献が図られるものと

考えておりまして、今後とも国などの施策と

連動しながら、企業との連携も充分図りなが

ら、さらに必要な取り組みを積極的かつ着実

に進めてまいりたいと考えております。 

次に、介護保険事業者の撤退ということで

ございますが、その理由につきましては、今

般の新型コロナウイルス感染症拡大による通

所者数の減少と伺っているところでございま

す。次に、本市の介護保険事業につきまして

は、今後、より介護を必要とする後期高齢者

や、日常的な見守りや支援を必要とする方が

増加することが予測されますので、介護保険

事業者との情報共有を充分図りながら、美唄

市介護保険事業計画に基づきながら、必要な

サービス量を把握いたしまして、適切なサー

ビスの提供に努めてまいりたいと考えており

ます。今後におきましても、地域包括ケア推

進条例の基本施策である貯筋体操などの介護

予防の取り組みを継続し、高齢化が進んでも、

市民の皆様が健康に地域で過ごしていかれる

よう、さらに事業者へ支援してまいりたいと

考えているところでございます。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

１番森明人議員。 

●１番森明人議員（登壇） 通告に従いまし

て大綱１点、質問させていただきます。また

コロナ禍ということもありまして、簡潔に質

問をさせていただきたいと思います。 

入札制度について、電子入札の導入につい

てご質問いたします。現在、本市との契約の

入札手続は郵送入札、紙式がとられておりま

す。平成20年12月22日、総務省、国土交通省

の連盟通知において、公共工事の入札及び契

約の適正化の推進についてということで、入

札契約適正法に基づく、入札及び契約の一層

の適正化に向けた取り組みを要請されており

ます。談合等の不正の防止、事務の簡素化や

入札に要する費用の縮減、競争に参加しよう

とする者の利便性の向上等の観点から、市町

村においても可能な限り速やかに電子入札の

導入に努めることとなっております。電子入

札は電子調達の機能の一部です。電子入札の

導入後は電子調達に係る費用対効果の検証や

他の自治体の導入状況等の調査を行うほか、

関係各課による協議の場を設けながら、導入

に向けた環境整備を行う必要があると国から

要請されております。また、電子入札システ

ムの導入の目的でありますが、入札事務のデ

ジタル化、オンライン化を進めることにより、

事業者の利便性の向上、また、コロナ禍で問

題視されている感染リスクを避けることがで

きるなど、ウイルス感染防止対策上も有効で

す。また、公正な入札ということで、設計図

書などの配布や質問書及び回答書のやりとり

を各事業者が日常的に利用しているインター

ネットを介して簡便かつ適正に行うことで、

入札参加者同士が顔を合わせる機会や、職員

と事業者が接触する機会が減少するために、

公正性を高めることが出来ます。透明性、競

争性の促進では、電子入札システムにより、

幅広く工事等の入札情報を開示するというこ
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とで、透明性の確保と事業者の入札参加の機

会が拡大され、競争性が促進されます。利便

性の向上ですが、事業所によっては足を運ぶ

必要がなく、時間拘束から解放され、交通費、

郵送費、人件費等の経費節減が可能となり、

利用性が向上されます。また、業務の効率化、

迅速化、これは行政サービスの向上において、

入札や入札結果、契約内容の公表の効率化、

迅速化を図ることが出来ます。また、国は昨

年９月、デジタル庁を設置し、デジタルを前

提とした、次の時代の新たな社会基盤の構築

に向けた動きを加速させるとしております。

本市においても、電子入札の導入を行政のデ

ジタル化の動きに合わせて進めていくべきも

のと考えておりますが、そこで市長にお伺い

いたします。 

電子入札システムを導入している近隣市町

村を伺います。次に、総務省、国土交通省か

ら14年前に可能な限り速やかに電子入札の導

入に務めることと通達されましたが、現在ま

でに導入に至っていない理由、経過について

お伺いします。 

●市長板東知文君（登壇） 入札制度につい

て、電子入札についてでありますが、導入状

況につきましては、空知管内においては、岩

見沢市のみの導入となっておりまして、道内

で申し上げますと、札幌市と石狩市が導入し

ているところでございます。次に、電子入札

の導入に至ってない理由でございますが、電

子入札のメリットとして、一般的に市・事業

者双方の書類作成事務の効率化のほか、事業

者においては、インターネットを介して参加

申請や入札を行うことができるため、市役所

へ出向くことが不要となることによる時間的

制約の解消や郵送費、用紙代などの費用の節

減が図られることなどであります。一方、導

入に当たっての課題といたしましては、市に

おいては、システム導入費、運用経費の負担

が大きいことがあげられるところであります。

道内自治体の導入例といたしましては、１年

間の運用費用として、おおむね900万円程度の

費用が見込まれ、事業者側においても、イン

ターネット環境を整備する必要性があるほか、

セキュリティ確保の観点から、電子証明書が

必要となり、毎年、数万円程度の費用負担が

生じることになっております。本市におきま

しては、平成19年に空知管内でいち早く郵便

入札を導入しているところであり、事業者の

移動コストの低減や利便性の面では、既に電

子入札と同等の負担軽減が図られているほか、

入札件数も年間60件程度であるため、費用対

効果の面から、現状では電子入札を導入する

判断には至っていないところであります。 

●１番森明人議員 10年ほど前までは、シス

テム開発が提供する電子システムなんですけ

ども、基盤となるソフトウエアに脆弱性が認

められていましたが、ここ４、５年において

は皆無となっております。道内で導入してい

るのは、北海道電子自治体共同システム（Ｈ

ＡＲＰ）での共同運用により実施しているの

が北海道と石狩市。独自のシステムを運用し

ているのが札幌市・岩見沢市となっておりま

す。道内においては、まだまだ導入が進んで

いない状況であるものと考えております。先

ほど市長がおおむね900万円とおっしゃって

おりましたが、これは多分、私の推測なんで

すけども、単独でやっている場合に限っては、

このシステムを取り入れるには900万円ほど
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かかるのではないか。ですが、私が調べたと

ころ本市においては、県なり、ある程度の大

きい市、こちらと近隣の市が共同でやってお

ります。そうなると900万円の半分以下、具体

的な金額言うとあまりにも差がありますので

言いませんけども、かなり安く出来ているの

が現状であります。それをもう一度調べてい

ただきたいなと思います。また、令和４年度

中、今年度運用の改修に向けて取り組んでい

るのが苫小牧市です。こちらの実施状況の聞

き取り等を行って、本市においても行政のデ

ジタル化の動きに合わせて進めていくべきも

のと考えておりますが、市長に見解をお伺い

いたします。 

●市長板東知文君 電子入札の導入について

でありますが、国が進めてございますデジタ

ル・トランスフォーメーション、こういった

国の方針を踏まえ、現在、自治体業務のデジ

タル化の一環としまして、電子入札の導入を

検討している道内自治体があるということは

充分承知しているところでございます。現状

におきましては、先ほど申し上げました市・

事業者双方に経費負担が発生し、費用対効果

の面で大きな課題があると認識しているとこ

ろでございますが、今後、地元事業者の意向

について市建設業協会などを通じて確認する

とともに、他市の取組状況をさらに調査・研

究してまいりたいと考えているところでござ

います。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

４番山上他美夫議員。 

●４番山上他美夫議員（登壇） 令和４年第

２回定例会において大綱２点、市長に質問い

たします。 

板東市長は令和元年の市長選挙では、いく

つかの公約を掲げておられましたが、選挙公

約の中から２点についてお伺いしたいと思い

ます。 

まず、大綱１点目に市中心街の活性化を進

めると掲げておられました。その一環だと思

いますが、空き店舗、空き住宅解体補助事業

として昨年から設けておりますが、さらには

美唄駅西側地区で唯一のショッピングセンタ

ーであるコアビバイには、支援のために市が

一部を借り上げて、ブラックダイヤモンズス

トア、そして美唄デザイン室を配置していま

すが、市内中心街のにぎわい創出には、いま

ひとつという思いがあるところでございます。

市中心街の衰退は美唄市に限らず、全国の都

市が抱える問題であり、一朝一夕に解決でき

る問題ではありませんが、市長の公約である

市中心市街地の活性化を進めるとした計画の

実績がいまひとつ見えてこない状況であり、

美唄市の中心市街地の現状は、日中も人が行

きかうという状況には程遠い現状かと思いま

す。中心市街地活性化を指導する国土交通省

の説明では、活性化している都市の参考例と

して、一つに、中心部の人口密度が高く、公

共公益施設が集中した集約型都市構造となっ

ている。そして二つ目に、公共交通ネットワ

ークがよく機能し、中心市街地の集積のメリ

ットを生かして、交通結節点となっている。

三つ目に、各都市機能への徒歩、公共交通機

関でアクセスしやすくなっているとあります。

要約すれば、都市が活性化するためには、中

心市街地には住民が多く居住し、都市機能が

整っていて、利便性の良いことが重要である

と考えております。これらの事柄を踏まえて、
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美唄市の中心市街地を見渡すと、ホテルスエ

ヒロは長期休業となり、さらには国道沿いの

一角には、倒壊家屋と大きな空き地があり、

その他にも空き店舗や空き地が多数点在して

いて、市民にとっては決して利便性のよい都

市構造とは言えず、景観的にも魅力のあるま

ちとは言えない状況であります。人口が減少

していく美唄市の活性化のためには、歯抜け

となっている中心地域に市民の居住を促進し

て、中心部の人口密度を高め、中心市街地の

空きビルや空き地店舗の再開発、さらには空

き地の有効利用を行い、まちの魅力を高める

ことが喫緊の課題であり、その解決策として

は行政と民間が協力しながら再開発を進める

努力が重要と考えております。市内では民間

による再開発も耳にしております。市は民間

活力を積極的に引き出して支援をする努力が

必要であって、その手法として考える政策は、

国が示す様々な支援制度をわかりやすく解説

できる手引きを市が作成し、市民に民間の再

開発事業にも様々な支援策があることを事業

者や商業団体、企業などに提示することによ

り、中心市街地の再開発について関心を高め

て、民間の投資意欲を促す事につながること

ではないかと考えております。そこで２点に

ついてお伺いいたします。 

一つ目に、長期間休業となっているホテル

スエヒロは現在どのような状況になっている

のか。さらには、中心街の活性化について市

長は本年度以降どのような政策を考えておら

れるのか、お尋ねいたします。 

二つ目に、中心街の再生に向けて民間活力

を引き出すために、先ほど質問した中で説明

した国が進めている中心市街地の支援策、例

えば「中心市街地活性化制度」や「地域商業

機能複合化推進事業」また、「暮らし・にぎわ

い再生事業」などがありますが、これを集約

した制度再開発支援策の手引きとして市が作

成し、民間による再開発の金をつくり出すお

考えはないのか。以上２点についてお伺いし

たいと思います。 

続いて大綱２点目、「ステイびばい推進協議

会」の運営について、お伺いいたします。市

長はもう１つの公約の中に、美唄らしい観光

地づくり、地域づくりを掲げておられました

が、本年３月９日に観光地域づくり法人の登

録を目指して、「ステイびばい推進協議会」を

設立したことは、選挙公約である美唄らしい

観光地づくりの第一歩を踏み出されたと考え

ております。美唄市の観光資源はアルテピア

ッツァ美唄、宮島沼、ゴルフ場、スキー場、

日本一直線道路、炭鉄港、ゆ～りん館、焼き

鳥等ですが、いずれも日帰り観光がほとんど

であり、観光によって収入が見込める観光資

源はゆ～りん館と焼き鳥だけであります。地

元経済を観光で潤すには程遠い感があり、こ

の組織によって創り出される滞在コンテンツ

などは、大いに期待するところであります。

「ステイびばい推進協議会」は、ＤＭＯ構想

に基づく組織として法人格取得を目指されて

いますが、国が指導する観光地域づくり法人、

つまりＤＭＯ登録には、次の５つの要件があ

ります。ＤＭＯを中心として、観光地域づく

りを行うことについての多様な関係者の合意

形成。２番目に、データの継続的な収集戦略

の策定、重要業績評価指標の設定、ＰＣＤＡ

サイクルの確立。３番目に、関係者が実施す

る観光関連事業と戦略の整合性に関する調整
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及び取り組みをつくり、広告・宣伝を実施す

る。そして４番目に、法人格の取得、責任者

の明確化、データの収集、分析の専門人材の

確保。そして５番目に、安定的な運営資金の

確保とあります。この５点ですが、この中で

１番問題なのは、安定的な運営資金の確保で

ございます。法人格を取得してＤＭＯの登録

がなされれば、ＤＭＯでなければ申請できな

い優位な補助金や交付金などの活動費が受け

られますが、観光資源が乏しい当市では、観

光事業による運営費の捻出には不安なところ

がございます。そこで「ステイびばい推進協

議会」について、２点お伺いいたしたいと思

います。 

１つ目に、法人化及び旅行業登録をした後

の事業として、具体的にどのような観光事業

や業務運営を考えておられるのか。 

２番目にＤＭＯの法人登録の要件として、

５つの項目を定めており、その中に安定的な

運営資金の確保とありますが、「ステイびばい

推進協議会」の運営と維持のために必要な事

業費の確保に目途があるのか。目途があると

すればどのような手立てを考えておられるの

か。以上２点についてお伺いいたします。 

●市長板東知文君（登壇） はじめに、中心

市街地活性化について、美唄ホテルスエヒロ

についてでありますが、現在、市として把握

している内容につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、宿泊者等の利用者の

減少などにより、休業が長期化していると承

知しているところであります。また、中心市

街地の活性化策につきましては、令和４年度

予算におきまして、中心市街地の空き店舗等

を活用した事業の制度拡充や、地域おこし協

力隊による中心市街地のにぎわい創出事業を

行っているほか、本年３月に設立しました「ス

テイびばい推進協議会」では、官民連携によ

り中心市街地の活性化につながる取り組みを

行うとともに、駅前に活動拠点を設置したと

ころでございます。さらには本年度調査予定

の市内事業者に対する「経済状況調査」では、

商工会議所や関係機関などと連携を図りなが

ら、事業者の意向を把握するとともに、新た

に中心市街地の再編・活性化に向けた組織づ

くりを行い、創業支援、事業継承、空き店舗

対策などと併せて、魅力ある商店街づくりや

中心市街地の活性化に取り組んでまいります。 

次に、民間活力による中心市街地の再開発

についてでありますが、中心市街地の活性化

において、地元事業者みずから再開発に取り

組むことにつきましては、大変意義のあるこ

とと考えており、そういった民間活力の機運

を醸成するためにも、国等の支援策等を分か

りやすく情報発信することは、大変重要なこ

とと考えております。このため、市のホーム

ページなどを活用し、より分かりやすい情報

発信に努めるほか、今後予定している市内事

業者を対象とした実態調査の際に、中心市街

地の活性化に関係する支援制度も含めて、市

や国の支援制度及び相談窓口などの周知を行

ってまいります。 

次に、「ステイびばい推進協議会」の運営に

ついて、観光事業や業務運営についてであり

ますが、令和２年度から事業を開始した「地

方創生推進交付金事業」における計画では、

１年目は、関係団体・事業者と、各種事業を

共同で実施しながら、新たな推進主体の検討

に取り組むとともに、２年目には任意団体と
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しての組織設立、３年目には運営体制を確立

し、ＤＭＯ候補法人の登録を検討することと

しております。このため、今年度は一般社団

法人などの法人化を進め、ＤＭＯ候補法人の

登録や旅行業登録を目指すこととし、中長期

的な視点で具体的な事業について協議を進め

ていくこととしております。いずれにいたし

ましても、この組織が中心となって地域資源

を磨き上げ、滞在人口やリピーターを含めた

交流人口や関係人口の創出・拡大を推進する

ほか、若い世代の地方志向や国内における地

域志向に沿った選ばれる地域づくりを進め、

ポストコロナにおける働き方や生き方の多様

性ある分散型社会の移行という、大きな流れ

に即した対応、また、地域内でヒト・モノ・

カネが循環する、コミュニティ経済の構築を

目指して取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

次に、「ステイびばい推進協議会」の運営と

維持のために必要な事業費の確保等について

でありますが、第７期美唄市総合計画や美唄

市産業振興計画におきましては、「ステイびば

い推進協議会」は、地域資源を活用した関係

人口・交流人口の創出・拡大に向けた、官民

連携による観光まちづくり推進主体として、

重要な役割を担っているものと認識しており

ます。このため、市役所内におけるあらゆる

部署や関係団体と連携し、全市的な観点から

観光・交流を基軸に、各産業の橋渡し役を担

うマネジメント組織として、当面、人件費な

どの運営に関わる費用につきましては、地域

おこし協力隊制度などを活用しながら、市が

支援するとともに、活動費につきましても、

国の助成制度などを最大限活用するなど、必

要な支援に努めてまいります。あわせて、旅

行業登録後における手数料収入や管理運営費

の確保に向けた収益事業の検討を進め、早期

に自立した運営ができる体制づくりを目指す

こととしているところでございます。 

●４番山上他美夫議員 まず、中心市街地に

ついてありますが、答弁では本年度、市内事

業者に対して、経済状況調査を行うとのこと

でありますが、それは本年度事業予算で「中

心市街地元気創出事業」として、3,281万円あ

まりの予算をつけ、イベント助成、商店街Ｐ

Ｒ、冊子作成、中心街再編や活性化に向けた

調査・研究等の中心街再生のための事業案だ

と思います。それらの事業は、今までに幾度

となく繰り返し行ってきた事業であり、それ

らの事業によって中心街が再生し、活性化す

るとは考えにくいと私は考えております。こ

れらの事業は、今までに幾度となく繰り返し

て行ってきた事業であり、これらの事業によ

って市内を再生する原動力にはなり得ない、

そう考えますが、最近では中心部を民間事業

者の力によって再開発するという情報も耳に

しますが、市が民間活力による事業を支援し、

さらに新たな民間活力の掘り起こしを進める

ためには、国の様々な再開発支援制度を活用

できるような情報発信を行い、民間事業者の

意欲をかき立てる施策を考えなければ、こと

が進まないのではないかと考えております。

国が進める中心街活性化のための支援策は

数々あります。国土交通省は「暮らし・にぎ

わい再生事業」として、認定中心市街地活性

化基本計画の地区において、都市機能の街中

立地、空きビルの再生、多目的広場を総合的

に支援するという制度でありますが、千葉県
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木更津市では、「木更津市暮らし・にぎわい再

生事業補助金交付要綱」として、市のホーム

ページ上で公開し、民間活力の掘り起こしを

行っております。また、中心市街地活性化制

度では、空きビルの利活用、街中居住のため

の共同住宅支援、公益施設、集客施設の整備、

公園・駐車場等の都市基盤施設の整備などに

事業費の支援があります。さらには中小企業

庁の「地域商業機能複合化推進事業」では、

商店街において、来訪者の消費動向の調査分

析や新たな需要の創出につながる魅力的な機

能の導入等を行い、最適なテナントミックス

の実現に向けた仕組みづくり等に取り組む事

業を商店街等の組織または民間事業者が行う

場合に、その事業に要する経費の一部を地方

公共団体とともに補助することにより、地域

のニーズや新たな需要に対応するという取り

組みを後押ししております。補助対象は商店

街等の組織や民間事業者となっています。そ

のほかにも、再開発支援事業はたくさんある

と思いますが、これらの国の補助制度を木更

津市のようにわかりやすく解説した再開発の

助成制度要綱を作成して、開示、情報発信し、

民間事業者が再開発しようと思える環境をつ

くることが重要であり、民間活力と行政が一

体となった政策がまちの再開発につながると

考えます。そこで質問いたしますが、民間活

用などの掘り起こしや支援についてどのよう

なお考えがあるのか、お尋ねいたします。 

続いて、「ステイびばい推進協議会」につい

てですが、旅行業登録後における手数料収入

だけでは、全国の有名な観光地のＤＭＯ組織

でも難しいと、手数料の収入だけでは難しい

ということが言われております。美唄市での

観光事業で「ステイびばい推進協議会」の運

営費を賄うことは、厳しい環境であると考え

ますが、「ステイびばい推進協議会」の事業運

営が成功するためにも、市の施設の指定管理

などの安定的な収入を確保できるよう、企画

していただきたいと思いますが、ご意見があ

ればお伺いしたいと思います。 

●市長板東知文君 民間活力などの掘り起こ

しや支援についてでございますが、中心市街

地の活性化におきましては、基本的に既にあ

る地元事業者の意向が基本となると考えてい

るところでございます。こういうところも含

めて国などの支援策につきましては、商店街

組織や民間事業者が補助対象者となることか

ら、こうした事業を活用するためにも、事業

者との情報共有が必要だと考えてございます。

そのため、本年度におきましては関係機関と

連携し、官民が一体となった「中心市街地の

再編・活性化に向けた検討組織」を立ち上げ

るとともに、専門的な知識を有するアドバイ

ザーを活用し、しっかり地元事業者との情報

共有を図りながら、民間活力の掘り起こしや

国の支援制度の有効活用などを促進し、中心

市街地の活性化につなげてまいりたいと考え

ているところでございます。 

次に、「ステイびばい推進協議会」の運営に

必要な収入の確保等についてございますが、

収益事業につきましては、今後検討すること

としておりますが、アンテナショップなどの

運営収益や、ふるさと納税返礼品の取り扱い

手数料などを想定しているところでございま

す。いずれにいたしましても、官民が連携し

た重要な役割を担う全市的な組織として、事

業運営の安定化を図るため、市といたしまし
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ても、「ステイびばい推進協議会」との充分な

連携のもとに、あらゆる収益事業の確保につ

いて、しっかりと取り組んでまいりたいと考

えております。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

10番紫藤政則議員。 

●10番紫藤政則議員（登壇） 私は、物価の

高騰対策と生活困窮者の自立支援、人事行政

の大きく３点について、それぞれ市長にお尋

ねしたいと思います。 

最初に物価の高騰対策でありますが、昨年

来の原油の高騰、そしてロシアのウクライナ

侵攻、これらにより、さらに原油価格が上昇

いたしました。あわせて、異常な円高が発生

いたしまして、食品の値上げは過去に例がな

い１万品目を突破する見通しと伝えられてお

ります。そこで、市民生活などへの影響につ

いてであります。今申し上げました諸要素に

よります物価の高騰について、市長はどのよ

うに認識をされて、それが市民生活や企業、

そして産業への影響、どのように把握をして

おられるのか。その現状認識についてお尋ね

いたします。 

二つ目は、市財政への影響であります。市

の財政といえば、予算もそうでありますし、

今後の財政計画、さらに計画を実施するため

の財政運営、これら１年間の予算や財政に及

ばず、様々な問題がございます。その影響に

ついて、市長の認識をお尋ねしたいと思いま

す。 

三つ目は、対策についてであります。現在、

原油価格高や物価高騰に対して、国も所要の

対策を講じ、また、参議院選挙後も具体的な

考えをお示しになるということが報じられて

おります。現在、市として押さえている国や

道の物価高騰に対する対策の概要とあわせま

して、市としての対策について、既に今議会

における補正予算の中に上程をされている部

分もございますけれども、その対策について。

今後、歳入歳出予算、債務負担行為、継続費

等の予算の構成をする様々なものを含めた見

直しがあるのかどうなのか。これらの基本的

な考え方をお尋ねしたいと思います。 

２点目ですが、生活困窮者の自立支援につ

いて伺います。2018年に生活困窮者自立支援

法が成立いたしました。さらに2020年には社

会福祉法が改正になりまして、重層的な支援

体制整備事業というものが、新たに打ち出さ

れたわけであります。これは訪問による必要

な情報の提供及び助言と、アウトリーチ手法

というそうでありますが、これらが組み込ま

れて、新たな生活困窮者自立支援に対する国

の動きが出ております。一つ目に、自立相談

支援事業の市としての取り組みについて伺い

たいと思います。相談者の発見から効果的支

援に繋げるためには、庁内連携が必要だろう

と、そのための要、中心になる部署を整える

必要があると私は考えます。以下お尋ねいた

します。 

一つ目は、生活困窮者の実態をどのように

把握していらっしゃいますか。二つ目には、

現行の相談支援事業をどう評価し、課題をど

う押さえているでしょうか。逐年、この事業

に関しましては、市も取り組みを強化してお

りまして、各課における連携を密にすること

や支援対象に対して、個々に効果的な支援体

制、協議する場を設けて、具体的に実行して

いるということも評価しております。このよ
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うな活動を市長としてどのように考え、その

中で課題はどうあるのか、どのようにご認識

をされているか、伺いたいと思います。それ

から、次は先進都市の事例に学ぶ必要性につ

いてであります。滋賀県野洲市と言うそうで

ありますが、琵琶湖の西南と言いましょうか、

そこに位置する５万人ぐらいの街でございま

す。そこの市民生活相談課の活動というのを

雑誌で勉強する機会がございました。ここに

限らず、この生活困窮者の自立支援のために、

具体的に総合的な対策を講じている先進事例

があると承知をしておりますが、これらの先

進事例に学ぶ必要性について、お伺いをする

ものであります。 

生活困窮者の自立支援に関する二つ目であ

りますが、子どもの生活実態調査アンケート

結果に関してであります。この３月に調査結

果がまとめられて、その内容について見させ

ていただきました。過日の北海道新聞にも記

事が載ってございました。この調査の結果を

どのように受け止められて、今後の施策に具

体的にどう生かしていくのか、以下お尋ねを

したいと思います。 

一つ目は、調査結果をどのように受け止め

たか。これは結果を受けての率直な感想とい

うふうになろうかと思いますが、このことに

ついての質問であります。二つ目は、調査は

１度に終わるものではなくて、数年後、５年

後、10年後と継続をしていくことによって、

評価・効果が市民の皆さんにどのように映っ

ているのか、これを見るためにも調査の継続

というのは重要だと認識しています。これら

について、現時点でのお考えを伺いたいと思

います。そして、冒頭申し上げました調査結

果を今後どのように施策に反映していくのか。

調査をした、そして結果分析をする、さらに

結果を踏まえて具体的に計画を作る。どのよ

うに改善をしていくのか、支援につなげてい

くのか、これらの計画を作る。そしてそれを

継承する。こういう繰り返しの仕事が必要に

なってくるわけですが、施策の反映手法につ

いてお伺いをしたいと思います。 

大きな質問の最後であります。人事行政に

ついて伺います。その一つは職員の適正配置

についてであります。適正配置というのは、

受け止め方で随分認識が異なっております。

適正配置だと思う執行権者がいて、いやいや

不足をしている、適正ではないと見る職員側

もあります。これは見方、それから置かれて

いる立場で異なるということは私も承知をし

てございますが、市長は適正配置についてど

のようなご認識を持っておられるのか、以下

お尋ねいたします。最初に職員の配置であり

ますが、どのように行われるでしょうか。そ

の採用計画に当たっては、退職予定者を把握

するでしょうし、業務量の増減も把握するで

しょう。求職者の状況も見るでしょう。これ

らの状況を見て、次の年の４月１日の配置を

想定したものが、職員の配置ということにな

ろうかと思いますが、これをどのような考え

方、そして手順、手続で行われているのか、

お伺いをいたします。二つ目に、定員適正化

計画との整合でございます。既にこれは令和

７年までの職員の定員適正化計画が定められ

ています。これらと現在の職員配置というの

は整合性が保たれているのか、この点につい

てお伺いをいたします。三つ目でありますが、

欠員が生じる要因は何かであります。私は欠
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員が生じているのではないかという前提でお

話をしておりますけれども、これも認識の相

違でそうでないという場合もございます。私

が申し上げる欠員については、すなわち配置

人員がかけるということであります。３月31

日時点の配置が、４月１日になって減員にな

る、業務量は変わらない、こういうような状

況が生じる。そういう状況を欠員として認識

しておりますし、さらに採用予定がそうなら

なかった、辞退者が出た、さらには募集をか

けても、なかなか人の配置が叶わなかった、

こういう事情もあるでしょう。これらの欠員

が生じる要因は何なのか、お伺いをしたいと

思います。 

二つ目に、人事異動に関してであります。

この４月１日にも、大勢の方の人事異動が示

されました。この人事異動の在り方について、

以下お尋ねをいたします。 

一つ目には、先ほどもちょっと触れました

が、人事異動に伴い欠員が生じた職場はある

のかないのか。あればどのような職場にあっ

たのか。二つ目に、欠員解消への方策はある

のか。これらの欠員をどのように解消してい

こうとしているのか。三つ目に、人事異動の

タイミングについてであります。人事異動に

関しましてはここ数年、４月１日ということ

で実施をされております。私も若干、行政経

験がございますが、４月１日の人事異動につ

きましては、その年の予算の編成に加わって

おりませんから、例えば異動になった先の業

務の把握が十分出来ない。この予算編成に関

わらないということは１年間の仕事にとって

非常にマイナスだと考えています。これは前

任者からの引継ぎの限界もございますし、さ

らに、適材適所という意味で昇任・昇格とい

うことを置いても、既存の言わば戦力をどの

ように生かすかという視点で、この人事異動

のタイミングについて、一考すべきでなかろ

うかということであります。10月の人事異動

ということも必要ではなかろうかと、こうい

う思いで通告をいたしました。それぞれお答

えをいただきたいと思います。 

●市長板東知文君（登壇） はじめに、物価

の高騰対策について、市民生活などへの影響

についてでありますが、長期に及ぶ新型コロ

ナウイルス感染症の影響に加え、ウクライナ

情勢に端を発した国際情勢の変化、また、円

安等により市民生活や事業者の経営環境は、

これまで以上に厳しくなることが懸念される

中、市民生活への影響につきましては、本年

４月の全国における消費者物価指数が、昨年

の同じ月を2.5パーセント上回っており、暮ら

しに欠かせない「食品」をはじめ、「電気・灯

油・ガソリン」の上昇幅が大きいことから、

家計の負担が重くなっていると認識している

ところであります。次に、企業活動や産業へ

の影響につきましては、エネルギー価格の高

騰等により、原油等を原材料とする製造業や

輸送に燃料を必要とする運送業など、市内の

企業にも大きな影響があると認識していると

ころであります。次に、本市の基幹産業であ

ります農業への影響につきましては、灯油、

燃料等の高騰による影響がありました園芸作

物のハウス栽培農家におきましては、国から

の補填を受け影響が緩和されているものの、

肥料においては、秋まき小麦など今後の作付

や追肥を行う農業者から影響が出てくるもの

と考えているところでございます。いずれに
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いたしましても、市民生活や企業活動などへ

の影響につきましては、消費者協会や商工会

議所、農協など、関係機関とも連携を図りな

がら、把握に努めてまいります。 

次に、市財政への影響についてであります

が、現在、燃料単価をはじめ、電気やガス料

金につきましては、予算編成時における単価

を大きく上回っている状況にあり、物価高騰

が長引くことにより、指定管理施設を含む公

共施設における管理費の予算不足が見込まれ

るところであります。既に、庁舎をはじめと

する公共施設の電気料につきましては、一括

契約している新電力の電気料が大幅に上昇す

るとともに、今後の安定供給が確保されない

事態となったことから、契約先を北海道電力

に切り替える対応を行ったところであります。

また、資材単価につきましても同様に上昇し

ており、今後、市発注の建設工事への影響な

ども懸念されるところであります。このこと

から、市としましては、国に対し、全国市長

会などを通じて、財源対応等について要望し

ていくなど、必要な対策を今後ともしっかり

と講じてまいります。 

次に、対策についてでありますが、まず国

におきましては、４月26日、４つの対策を柱

とする、「コロナ禍における「原油価格・物価

高騰等総合緊急対策」」を閣議決定し、５月31

日、この対策に基づく補正予算が可決成立し

たところであります。この国の対策では、「コ

ロナ禍において物価高騰等に直面する生活困

窮者等への支援」の中で、低所得の子育て世

帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の

給付や、拡充される新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の活用例としまし

て、学校給食費等の負担軽減などが示された

ところであります。また、北海道におきまし

ても、売り上げが減少した事業者への支援や、

市町村発行のプレミアム商品券に対する支援、

農業分野の燃油、飼料、肥料に関する支援な

ど、物価高騰対策を中心とする補正予算案を

今月14日開会の第２回定例道議会へ提出する

予定となっております。市としましても、国

や道の対策を充分踏まえながら、子育て世帯

への給付金の支給のほか、市独自の対策とし

まして、「がんばろう！美唄応援券」の発行、

水道料金の基本料金を半年間減免する補正予

算を本定例会に提案しているところでありま

す。また、物価高騰に対する対策としまして

は、当面、国や道の施策に基づく対応を基本

としておりますが、今後の先行きは不透明で

あることから、物価の動向を引き続き注視す

るとともに、新たな対策や必要となる財源等

については、全国市長会等を通じた要望や、

特別交付税の要望を行い、補正予算など、状

況に応じた迅速な対応に取り組んでまいりま

す。いずれにいたしましても、物価高騰等に

直面し、経済的に大きな影響を受けている市

民の暮らしを守るため、これまで行ってきた

コロナ対策と同様に必要な対策をしっかりと

講じてまいります。 

次に、生活困窮者の自立支援について、自

立相談支援事業の取り組みについてでありま

すが、本市におきましては、生活困窮者自立

支援法に基づく、「自立相談支援事業」、「住居

確保給付金事業」、「就労準備支援事業」、さら

に「家計改善支援事業」の４事業を実施して

おり、「住宅確保給付金事業」以外の３事業を

相談支援実績のあるＮＰＯ法人に委託してい
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るところでございます。また、生活困窮者の

実態の把握につきましては、「自立相談支援事

業」において、本人自らの相談に加え、庁内

連携や民生委員、社会福祉協議会等の関係機

関からの情報収集や、こちらが出向く訪問支

援など、明らかとなった課題に対応し、実態

把握に努めているところであり、相談件数は

年々増加傾向にあるところであります。次に、

「相談支援事業」の評価と課題につきまして

は、明らかとなった課題について、地域ケア

会議や支援調整会議を活用し、解決に結びつ

いた事案も多くあり、事業効果としましては、

一定の成果は上がっているものと認識してい

るものの、問題が明らかとされていない生活

困窮者の発見や支援につながりにくい点を課

題としているところでございます。次に、三

つ目の先進都市の事例に学ぶ必要性につきま

しては、先進地の事例では、市民生活におけ

る暮らしの全般にわたる総合相談窓口の組織

を設け、専門職を配置し、包括的な相談支援

体制を実施しているものと理解しているとこ

ろであります。本市におきましては、課題が

明らかになった事案につきましては、地域ケ

ア会議や支援調整会議等において、福祉分野

に限らず、関係部署や関係機関等も参集し、

情報収集や情報共有を図り、生活困窮者の早

期発見、早期支援に当たっておりますが、今

後も制度趣旨に基づく、横断的かつ包括的な

庁内連携を一層密にして、潜在的な生活困窮

者の早期発見と生活支援につなげるとともに、

先進都市の事例をはじめ、他市町村の取り組

みを参考にしながら、本市の地域事情を踏ま

え、相談支援体制の拡充に取り組んでまいり

ます。 

次に、美唄市子どもの生活実態調査アンケ

ートの結果につきましては、令和３年度に乳

幼児から小学３年生までの子どもがいる保護

者並びに小学校４年生から中学２年生までの

子ども及びその保護者を対象に行ったもので、

保護者票につきましては、881件に発送し、回

答率は41.1％、小・中学生票につきましては、

590件に発送し、回答率は36.3％となったとこ

ろであります。毎年実施している美唄市まち

づくり市民アンケート調査の直近の回答率は、

30％程度となっていることから、本調査は、

多くの皆様にご協力いただけたものと考えて

いるところであります。また、保護者票のう

ち、過去１年間に経済的な理由により、電気

料金を期日までに支払うことが出来なかった

世帯は、6.4％でひとり親世帯は14.3％、過去

１年間に家族が必要とする食料を買えないこ

とがあった世帯は、「よくあった」「ときどき

あった」を合わせて5.5％で、ひとり親世帯は

17.9％といずれもひとり親世帯の方が生活に

困窮している割合が高いことが浮き彫りにな

ったところでありますことから、ひとり親世

帯を含め、このような世帯に対し効果的な支

援について、必要な対策を今後とも講じてま

いります。次に、本調査の継続につきまして

は、令和７年度から始まる第３期美唄市子ど

も・子育て支援事業計画の策定に関するニー

ズ調査を令和５年度に実施する予定であり、

その中で、本調査の趣旨も盛り込んでまいり

たいと考えております。次に、調査結果の施

策への反映につきましては、全庁的な情報共

有により、各施策の参考にするとともに、「子

育てしやすいまちであるために必要と思われ

る施策」について伺った設問で、順位の高か
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った「中学生までの医療費無償化」や「給食

費の無償化」、さらに「就学援助費の拡充」な

どについて、令和４年の予算で措置したとこ

ろであり、本市の子育て支援が生活に困窮す

る子育て世帯を始め、より多くの子育て世帯

の皆さんのご期待に沿えるものと考えている

ところであります。なお、本調査の結果を踏

まえ、引き続き子育て支援の効果的な施策に

ついて検討してまいります。 

次に、人事行政について、職員の適正配置

についてでありますが、人事管理全般につき

ましては、地方公務員法の規定に基づき、適

正に取り組んでおり、職員の配置に向けては、

限られた人材を有効に活用し、職員の能力や

可能性を引き出すため、総務部を中心として

所属長との組織ヒアリングを実施し、事業や

業務量に応じた適正な配置に努めているとこ

ろであります。次に、定員適正化計画につき

ましては、退職者数の将来的な推移、年齢構

成などを勘案しながら、各年度別による目標

職員数をもって、定員管理を行っているとこ

ろであり、令和４年度におきましては、一般

行政職の目標職員数237名に対し、236名の配

置となっており、ほぼ目標どおりの達成状況

となっているところであります。なお、１名

減となっていることにつきましては、採用辞

退者が出たことによるものでございます。次

に、職員の確保につきましては、定員適正化

計画の目標職員数により、新型コロナウイル

ス感染症防止対策など、国の施策等による業

務量の増に配慮しながら、必要な職員の確保

に努めてきたところであり、職員による産

休・育休の取得や、自己都合による途中退職

はあるものの、職員に欠員は生じていないと

ころでございます。今後とも、計画的な職員

採用や必要な人材の確保に努めるなど、引き

続き職員の適正配置に努めてまいりたいと考

えております。 

次に、人事異動についてでありますが、人

事異動の在り方につきましては、職員の職務

能力や適性、業務量、職場の実態など、様々

な要素を考慮するとともに、適材適所を念頭

に行っているところであります。このため、

人事異動による各所属ごとの職員数は、各年

度において増減するものであり、全体として

職員に欠員は生じていないところでございま

す。次に、職員の不足解消への方策につきま

しては、傷病の発生や産休・育休の取得など

により常勤職員に不足が生じた場合は、会計

年度任用職員の採用により対応するなど、事

務に支障のないよう努めているところであり

ます。次に、人事異動の実施時期につきまし

ては、人事異動を４月以外に行うことは、年

度替わりの繁忙期に業務の負荷を軽減するメ

リットはあるものの、定年退職など３月末に

退職者が集中することや、新規採用職員を４

月１日に採用することなどから、現状では難

しいものと考えているところであります。 

●10番紫藤政則議員 生活困窮者の自立支援

でございますが、課題として潜在的な支援の

必要な人、これをどのように押さえられるか。

このことが１つ課題だというお話のご答弁ご

ざいました。私が申し上げたいのは、これら

を克服している、全部ではないかもしれませ

んけども、そういう自治体がある。その場で

も触れましたが、滋賀県の野洲市の取り組み

は、条例を設定しています。市長さんは「お

節介をするための条例」ということを掲げて
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おりますけれども、これ全庁的な連携を機能

的に、そして実効性の上がるようにするため

に作った条例で、2016年６月に成立いたしま

した「野洲市くらし支え合い条例」というこ

とであります。この中で野洲市では、生活が

たち行かなくなった市民に対して、生活の困

り事を解決するという大きなくくりで捉えた

支援を進めてきた。問題を個々に対応するの

ではなく、総合関係を把握し、一体的な解決

を目指して「お節介」を合い言葉に市役所に

設置した総合相談窓口を核にして行政サービ

ス、専門家、地域社会の総合力を効果的に発

揮させる仕組みを発展させてきた。そして条

例には、「市はその組織及び機能の全てをあげ

て生活困窮者等の発見に努める」と宣言文的

な意味合いもある条例を作っています。この

総合相談窓口というのは、専門家、弁護士さ

んとの連携も出来ておりまして、仮に国民健

康保険の窓口に行って、これの資格証なり、

短期証の交付を求める人がおりましたら、「何

か他にお困りのことありますか」という投げ

かけをいたします。そうして、その方の同意

も必要ですけれども、総合的な、専門的な解

決に結びつくところがありますから、一緒に

行きませんかということでお連れをして、総

合窓口に連れていく。総合窓口で専門的な知

見を持って対応して、そして仮に、負債整理

等の必要があれば法律家へつないでいく。そ

して最終的にたらい回しではなくて、一緒に

なって解決に導いていくという、具体的な例

はそういうことであります。これも今、市が

生活福祉で行っています取り組みも課題があ

れば、それぞれの所管が連携をとって、チー

ムをつくって課題解決と、ここが進んだ取り

組みだと思うんですけれども、この全体を見

て、最終的にどうなるかということを常に見

守る、そして一緒に行動をするというその部

署がなければ単発で終わる、そういう状況に

なってくると私は思うわけであります。常々、

効果的な相談体制は何かということを問題意

識として持っておりましたら、これは月刊誌

日経グローカルで紹介をされておりまして、

非常に感銘を受けたところであります。ぜひ、

この先進事例を研究してみようというお考え

があれば、職員を現地に派遣されて、そして

実際にいいことばかり書かれている場合もあ

りますから、この雑誌っていうのは。実際に

不都合がなかったか、どんな効果があったか、

そのことによって市民の反応がどうなのか。

これらをつぶさに視察をしてきていただけれ

ばありがたい。私自身も機会があれば行って

みようと思いますけれども、市長として職員

にご指示いただけないかどうか。このことを

お尋ねしたいのが１点であります。 

次に、人事行政です。壇上でも申し上げま

したが、欠員はないというご認識内容であり

ます。定員管理の基本は給与条例にあります、

いわゆる一般職、昔で言う正規職、ここをベ

ースにしています。職員の定数条例もその考

え方であります。現在、市の４月１日の配置

では716名がいます。この職員総数が716名っ

ていうのは、今申し上げました定員管理にあ

ります常勤職員と称する人が397名、そして会

計年度任用職員、この制度の前は嘱託さんと

か臨時さんとか言っていた部分、これが319

名いるということになっています。比率でい

けば55％、そして44％がいわゆる定員管理外

ということであります。市長が申し上げた欠
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員というものの考え方は、この定員管理の範

疇の欠員という認識ではないかと私はそんな

感じがいたしました。そして欠けた場合には、

会計年度任用職員を充てるというお話でござ

いました。私は市役所の行政に携わる職員716

名ということを中心に添えた人事管理の在り

方、これを行うべきだろうという認識でいま

すから、そこではスタートラインが異なるわ

けであります。質問と答弁の乖離というのは

そこから出てきているのではなかろうかと私

は思います。そこで先ほどのご答弁では、定

員の管理対象者、業務量の把握について、所

属長とヒアリングをして業務量を把握すると

いうことを言っていました。さて、所属長は

どのように業務量を押さえて、そしてそれを

人事当局にぶつけているのか、姿が見えない

わけであります。話を聞くだけなのか、聞い

た内容についてしっかりと裏打ちをとって、

裏づけをとって、そしてそれに対処したとい

う意味での業務量の把握なのか。なかなか人

事、どこにどうするということを含めて、こ

の人事行政、大変成果が出づらいものであり

ますし、担当の職員の方のご苦労も私はよく

わかります。いろいろ下からはつつかれるで

しょうし、一定の制約もあるでしょうし、た

だ、美唄市職員として、チーム美唄として取

り組むためには、やはりそこに他者と比して

不公平感があってはならないわけであります。

モチベーションを高めていくという意味でも、

みんなで苦労しようという状況があれば、そ

れはそれでいいと思います。しかし、なぜこ

こだけだという思いが募りながらという仕事

になりますと、この仕事が市民のためにしっ

かりと前向いてやれる仕事だけなのか。ちょ

っとその辺不安があるわけであります。具体

的な不安のケースとすれば、私ども割に管理

職の皆さんとお話する機会が多いわけであり

ますが、管理職業務というのは一体何ぞやと

いうことをちょっと見てみますと、課長であ

れば「課の事務を掌理し」という言葉が行政

組織規則の職務に書いています。課の事務を

掌理し、これは掌握の掌に処理の理でありま

す。「掌理して所属職員を指揮・監督する」と

なっています。いわゆる管理職、指揮・監督

する、仕事全体を担当する、処理する、そし

てとり仕切ると、こういうことであります。

現実に全体を掌握出来ているかどうかという

ことになると、どうかなというのは、課長さ

んが丸っこくなって業務に携わっています。

専掌業務みたいに思っておられる方もいらっ

しゃいます。詳しい方もおいでになります。

そして普段は、今は画面を見て仕事しており

ますから、職員とのコミュニケーションがさ

てどうなのかという心配もございます。そん

な意味で、本来やるべき役割と職務・職階と

いうのはございますけれども、級に反映する

わけです。こういうものがルールどおり、規

定どおりになっているかどうかというと、こ

れもいかがかという感じがするわけでありま

す。そんな意味で、結果としてものを言わな

い、下へしわ寄せがいっているんではないか

という思いであります。心配し過ぎでしたら

言っていただければいいですけど。そういう

意味で業務量の把握なり、それから職員のモ

チベーションを上げることなり含めて、人事

管理のありようについて、ぜひ意を用いてい

ただきたい。市長が進める大きな市政への思

いというか、こういうものを職員皆さんが共
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有して、そして市民に良い仕事が出来たと胸

張れるように、そういう体制づくり、これで

いいんだという趣旨ではなくて、進めていた

だけないだろうか。極めて漠然としたお話で

すけど、そういうご認識で答弁を聞いていた

ら欠員ないから、これでいいんだというとこ

ろまでいかんけど、それに近いようなご答弁

だったような気がするもんですから、再度お

尋ねしたいと思います。 

●市長板東知文君 はじめに、生活困窮者の

自立支援ということでございますが、生活困

窮者の早期発見・早期支援について、庁内連

携が不可欠であるということは充分理解して

いるとこでございまして、庁内連携における

情報収集、情報共有を機能的に発見するため

の取り組みを行いながら、繰り返しになりま

すが先進都市の事例をはじめ、他市町村の取

り組みも充分参考にしながら本市の地域事情

にあった相談支援体制に努めてまいりたいと

考えてございます。美唄は従前、福祉のまち

づくり条例、それから今年の３月の地域包括

ケア推進条例等を含めて、これまで地域ケア

会議を行っていまして、あらゆる段階で得た

全体と協議する内部会議に取り組んでいると

ころでございますが、より一層、他市の事例

も含みながら取り組んでまいりたいと思って

おります。いずれにしましても、厳しい環境

の中で誰１人置き去りにしない、そういった

地域づくりをしっかりと今後進めてまいりた

いと考えております。 

次に、職員配置の実態についてでございま

すけども、職員の職務能力や適性、職場の実

態など適材適所を念頭に、職員の士気の高揚

や職場の活性化が図られるよう、事業や業務

量に応じた配置に努めているところでござい

ます。この他、従前で言えば、国が示す定員

モデルですとか類団比較、こういったものを

充分参考にしながら取り組んでいるところで

ございます。いずれにいたしましても、人口

減少や少子高齢化に伴い、将来にわたって持

続可能なまちづくりを求められている中、新

型コロナウイルス感染症防止に向けた取り組

みや、ポストコロナにおけるデジタル化や脱

炭素への対応など、自治体職員の力が問われ

る、かつて経験のない大きな変革期を迎えて

いると考えているところでございます。こう

した中、職員は市民の負託に応えるため、一

丸となって課題の解決に向け取り組んでいる

ところでございまして、今後とも計画的な職

員採用や必要な人材の確保に努めるなど、引

き続き、職員の適正配置にしっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。 

●議長金子義彦君 一般質問中ではございま

すが、午後１時10分まで休憩いたします。 

 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １ 時１０分 開議 

 

●議長金子義彦君 休憩前に引き続き会議を

開きます。川上議員の質問から入ります。 

７番川上美樹議員。 

●７番川上美樹議員（登壇） 令和４年第２

回市議会定例会にて、大綱２点について市長

に伺います。 

大綱の１点目は、情報行政について伺いま

す。インターネットを正しく使用する上での

知識やマナー、これをネットリテラシーと呼

んでいます。インターネットやＳＮＳでは、
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自由に自分の考えを書き込み出来ますが、顔

の見えない書き込みができるため、事実無根

の嘘の書き込みや誹謗中傷した書き込みをさ

れたことで、自殺に追い込まれた例もありま

す。令和３年４月には、インターネット上の

誹謗中傷への対策を強化するため、プロバイ

ダ責任制限法を改正し、より厳罰が強化され

ました。そこで市職員に対して、ネットリテ

ラシーについて、どのようなことを行ってい

るのか。ネットでの誹謗中傷がどれだけ人を

傷つけてしまうのか。昭和から令和では、情

報のツールが進化しており、このようなネッ

トリテラシーについては強化すべきと思いま

すが、市長の考えを伺います。 

大綱の２点目は、保育行政について市長に

伺います。１点目は、保育所入所への決定時

期についてですが、入所出来なかった場合、

次の預かり先を探さなくてはならず、仕事を

持った保護者にとっては、できるだけ早く結

果を知りたいものです。このことについては

充分対応出来ているのか、現状を伺います。 

２点目は、障害をお持ちのお子さんを預かる

体制については、どのような対応が出来てい

るのか。３点目は、公設の保育園や幼稚園だ

けでは、全てのお子さんには対応出来ない場

合があるかと思いますが、民間の預かり施設

との連携は必要であり、子育て支援としては

重要なことと思いますが、このことについて

は、どのようになっているのか。そして４点

目は、隠れ待機児童や潜在待機児童と言われ

ている、自治体では待機児童に数えない、待

機児童として定義しない児童のことですが、

認可保育園へ入所を希望しても、入所出来な

いために、やむを得ず育児休暇の期間を長く

したり、求職活動を辞めて、入所できるまで

家庭で育児をする方々が市内にはいらっしゃ

ると伺っております。家庭で何歳まで子ども

を見るべきか、様々な考え方があると思いま

すが、今は令和の時代です。多くの女性が仕

事を持っています。入所が叶わなく、ご苦労

されている方々については、どのようにお考

えでしょうか。このことについて市長に伺い

ます。 

●市長板東知文君（登壇） はじめに情報行

政について、ネットリテラシーについてであ

りますが、本市におきましては、平成28年４

月に「美唄市ソーシャルメディア利用ガイド

ライン」を策定し、職員が発信する情報につ

いて、業務上におけるＳＮＳ活用の基本ルー

ルを定めるとともに、プライベートにおいて

も禁止事項として、他人を侮辱する発言や人

種、思想、信条等の差別または差別を助長さ

せる情報のほか、公序良俗に反する一切の情

報について発信しないよう規定しているとこ

ろであります。このため、職員に対しまして

は、このガイドラインの周知徹底を図るとと

もに、ソーシャルメディアの利用に関し、新

人研修を始め、毎年、全職員を対象にイーラ

ーニング研修を実施しているところでござい

ます。今後におきましても、「美唄市ソーシャ

ルメディア利用ガイドライン」に基づき、職

員のネットリテラシーの向上に向け、必要な

対応に取り組んでまいります。 

次に、保育行政について、子育て支援につ

いてでありますが、保育所入所手続から入所

決定までの流れにつきましては、毎年12月上

旬から翌年１月中旬にかけて、入所申込書等

の提出期間を設け、その後、１月中旬から２
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月上旬に入所選考及び利用調整を行い、２月

中旬頃に利用の決定並びに入園説明会等のご

案内を行っているところであります。次に、

障がい児保育につきましては、身体障害者手

帳や療育手帳の交付を受けた児童など、配慮

が必要と思われる児童を対象に、令和４年度

は３名を受入れ、保育補助員については２名

配置しているところであります。次に、市内

にある民間の預かり施設との連携につきまし

ては、本市には、預かりが可能な民間施設と

して、私立幼稚園２園、事業所内保育施設２

か所、民間保育施設１か所のほか、託児を行

う団体が１団体あるところであります。また、

市立保育所に入所できない場合は、民間の各

施設等へのご案内を行うとともに、市外の保

育施設につきましても、可能な限り情報提供

しているところでございます。なお、市立保

育所における「待機児童」につきましては、

１名となっており、現状では「潜在待機児童」

はいないところであります。 

●７番川上美樹議員 保育行政についてなん

ですけれども、保育所には入れるのか入れな

いのか。特に入所出来ないという方々は、後

からさらにどうするか動かなければならない

ため、また保護者も共働きということで、で

きるだけ早めに結果をお知らせするというこ

とをお願いできればと思います。また、障害

を持ったお子さんに関しては、今、若干名受

入れていただいているということではありま

すけれども、やはり保育士さんの不足など、

特にへき地における保育士さんの不足なども

あって、なかなか全員を受入れてあげられる

という体制づくりも難しいとは思いますが、

できるだけ市内の幼稚園や保育園とも連携を

とって、預かる体制を整えていただきたいと

思います。 

そこで１点。今、ご答弁いただきましたけ

れども、潜在待機児、別名隠れ待機児童とも

言われておりますけれども、このことについ

ては、「いない、０」というふうにご答弁いた

だきましたが、恐らくこれは待機児童とは何

かとか、潜在待機児童とは何かという国の定

義があるかと思います。役所ですから、まず

そういう定義に合わない人は待機児童になら

ない。潜在待機児童の定義に合わない人は、

潜在待機児童にならないということでのご答

弁だと思います。今、市や保育所に例えば、

いついつから入所させたいが、その時期はち

ょっと入れませんというようなお問い合わせ

をして、その時点では入所出来ないと言われ

たときに、保育利用の申込みをしないで、仕

方なく育児休暇を長くとっている方や、仕事

に復帰するのを諦めて、やむを得ず仕事をし

ないで家で見ましょうといった方は待機児童

としてはカウントされないわけですね。要は、

電話をして来年の７月に１歳になるんですけ

ども預かれますかって言ったときに、いやも

ういっぱいでその時期は預かれませんといっ

たときに、そこでもう諦めてしまって保育利

用の申込みをしない方がたくさんいらっしゃ

るのではないかなと思います。ですから、こ

の潜在待機児童は、入所を希望しているのに、

待機児童として数値にあらわれない児童のこ

とで、実際に入所を希望しているが入所でき

ないという方々は、市内にたくさんいると思

っております。お問い合わせをいただいたり、

どういうような考え方なんだということでご

連絡をいただいておりますので、確かに定義
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には当たらないかもしれないんですが、そこ

を現実的な状況を把握していただき、ご苦労

されているお母さんお父さんに寄り添ってい

ただきたい。保育所に入所できない児童がい

る場合、どうすれば預かることができるのか

を考えるべきではないかと思います。３月の

予算委員会でも申し上げましたけれども、例

えばへき地保育所の在り方だとか、役割分担

など、こういったものも含めて、あらゆる方

法で支援していただきたいと強く望みます。

入所のお問い合わせがあった時点で、希望し

ているということは把握できるわけですから、

柔軟に対応して、若い方々に住み続けていた

だくことで、私はこの美唄のまちが持続可能

なまちになるのではないかと思います。この

ことについて、再度、市長のお考えを伺いま

す。 

●市長板東知文君 保育ニーズの考え方でご

ざいますが、出生数が減少いたしましても、

今般の経済情勢の中で、共働き世帯が増え、

保育ニーズが高いことは承知しているところ

でございます。また、利用定員を超えて入所

できない場合は、育児休業の延長や一時保育

の利用などにより、保護者の方にご協力いた

だいたところもあることも事実でございます。

今後とも、入所の相談があった場合には、可

能な限り情報提供をするなど、市民に寄り添

った対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、へき地保育所につきましては、現

在、保育士不足などにより、利用定員まで入

所できていないことから、保育士の確保やそ

の在り方につきまして、今後ともしっかりと

指定管理者と十分協議してまいりたいと考え

ております。子育て支援につきましては、今

般厳しい経済情勢のもとで、国や北海道の補

正予算により対策が行われているところでご

ざいますが、本市におきましては先んじて、

当初予算において学校給食費の無償化、それ

から中学生までの医療費の無償化、就学援助

費の対象の拡大、高校生への奨学金給付事業

など、取り組んでいるところでありまして、

今後ともこのような考えを持って、保育所関

係につきましても、将来の美唄のまちの担い

手作りの育成という観点から、しっかりと対

応してまいりたいと考えております。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

本日はこれをもって延会いたします。 

 

午後 １ 時２６分 散会 
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