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開会 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○金谷委員長 それでは、開会いたします。福居委員からおくれる旨の届け出がございます。 

議題に入る前に、６月３日に開催された正副委員長会議での確認事項をお手元に配付させていた

だきました。委員会の統一的な運営を図るための確認事項ですので、御一読の上、御承知おきを願

いたいと思います。 

それでは、令和元年第２回定例会提出議案について、議案第１号、第２号、第５号ないし第８号、

以上６件に対し、理事者から御説明を願います。 

市民生活部長。 

○和田市民生活部長 初めに、議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、市民生活

部所管にかかわる事項につきまして御説明を申し上げます。補正予算事項別明細書９ページをごら

んいただきたいと存じます。２款総務費１項総務管理費５目市民活動費の地域活動センター管理費

でございます。これは、本年１１月１日の供用開始を予定しております旭川市緑が丘地域活動セン

ター（仮称）の管理運営について指定管理者制度を導入し、その指定期間として、本年１１月から

令和５年度末までを予定しておりますが、今回、令和元年度分の指定管理料として４４１万８千円

を補正しようとするものでございます。なお、財源につきましては、使用料として、行政財産使用

料５千円、残る４４１万３千円は一般財源で措置しております。 

次に、１４ページをごらんください。債務負担行為の追加分の旭川市緑が丘地域活動センター

（仮称）指定管理料でございますが、これは、ただいま御説明いたしましたように、令和元年度か

ら令和５年度までの４年５カ月、指定管理者を指定することに伴い、令和２年度以降の指定管理料

について債務負担行為を設定しようとするものでございます。 

続きまして、議案第５号、旭川市地域活動センター条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。本件は、現在緑が丘東３条１丁目で整備を進めておりますコミュニティー施設を旭川

市緑が丘地域活動センターとして開設するため、その名称、位置及び利用料金等の規定を定めよう

とするものでございます。施行日は、同センターがオープンいたします令和元年１１月１日として

おります。以上、よろしくお願い申し上げます。 

○金谷委員長 福祉保険部長。 

○稲田福祉保険部長 本議会に提案してございます議案のうち、福祉保険部所管にかかわる事項に

つきまして御説明を申し上げます。 

初めに、議案第１号の令和元年度旭川市一般会計補正予算でございます。補正予算書の９ページ

をごらんください。３款１項１目、社会福祉総務費の指導監査事務費でございます。こちらは本年

１０月からの介護報酬及び障害福祉サービスに係る報酬の改定にあわせて、介護職員等に対する処

遇改善加算について制度改正が予定されていることに伴い、システム改修を行う必要があることか

ら、７５万３千円を補正しようとするものでございます。財源は、国庫支出金が３７万６千円、一

般財源が３７万７千円となっています。 

次に、３目老人福祉費の老人福祉施設等整備推進補助金でございます。こちらは、国の交付金を

活用し、認知症高齢者グループホーム等における防災用の大規模修繕及び非常用自家発電設備の整

備を行う事業者に対し、その経費を助成するため、補助金として５千５５２万８千円を補正しよう
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とするものでございます。財源につきましては、全額国庫支出金となっています。 

次に、その下の介護保険事業特別会計繰出金でございます。こちらも本年１０月からの介護報酬

の改定等に伴い、介護保険事務処理システムの改修を行うため、介護特会への繰り出し額を増額す

る必要があることから、繰出金として３６１万３千円を補正しようとするものでございます。財源

は、全額一般財源となっています。 

続きまして、議案第２号、令和元年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算でございます。同じ

く補正予算書の１６ページをごらんください。歳出の表、１款１項１目、管理事務費でございます

が、こちらは先ほど一般会計で御説明いたしましたように、介護報酬の改定等に対応するシステム

改修を行うため７２２万６千円を補正しようとするもので、財源は国庫支出金と繰入金がそれぞれ

３６１万３千円となっております。以上、よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 子育て支援部長。 

○中村子育て支援部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、子育て支援部所

管にかかわる事項につきまして補正予算書に基づき御説明申し上げます。補正予算書の１０ページ

をごらんください。３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費のうち、児童手当支給費です。

この事業は、児童の養育者に児童手当を支給する事業で、本年６月からマイナンバー制度における

年金情報の連携開始に伴い、児童手当及び特例給付の認定請求の際、請求者に提出が義務づけられ

ています年金情報を、日本年金機構への情報照会により確認できるようシステム改修を行うため、

６９１万２千円を補正しようとするものです。財源は、全額一般財源です。 

続きまして、未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金です。これは、本年１０月から消費税率

が引き上げとなる環境の中、子どもの貧困対策へ対応するなどの理由で、国による臨時・特別措置

として、児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親に対し、１人当たり１万７千５００円を給付

する事業で、その給付費及び必要となる事務費について１千２５７万円を補正しようとするもので

す。財源は、全額国庫支出金となっております。 

次に、実費徴収補足給付費です。本年１０月から国の幼児教育・保育の無償化が開始されること

に伴い、副食材料費の実費徴収化により負担増となる世帯を対象として、市独自に月額４千５００

円を上限に副食材料費の補足給付を行うほか、新制度未移行幼稚園を利用する低所得世帯等を対象

として、月額４千５００円を上限に補足給付を行うため、４０５万円を補正しようとするものです。

財源内訳は、国庫支出金が９０万円、道支出金が９０万円、一般財源が２２５万円でございます。

なお、一般財源のうち９０万円については、子ども・子育て支援臨時交付金で措置されます。 

次に、私立一時預かり事業費です。本事業は、保護者の就労や急病などのため一時的な保育の提

供等を行う事業で、幼児教育の無償化の対象となる私立幼稚園や保育所等への一時預かり事業利用

料の給付を行うほか、子ども・子育て支援交付金の補助基準単価の増加に対応するため、１億５千

５４８万８千円を補正しようとするものでございます。財源内訳ですが、国庫支出金が７千７３２

万３千円、道支出金が３千９０８万２千円、一般財源が３千９０８万３千円です。なお、一般財源

のうち３千８２４万１千円については、子ども・子育て支援臨時交付金で措置されます。 

次に、病児保育事業費です。児童が病気の際、家庭で保育が困難な場合に、保護者にかわり、一

時的に保育を行う事業で、幼児教育の無償化の対象となる病児・病後児保育事業利用料の給付を行

うため、４万７千円を補正しようとするものです。財源内訳は、国庫支出金が２万３千円、道支出
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金が１万１千円、一般財源が１万３千円で、一般財源の全額が子ども・子育て支援臨時交付金で措

置されます。 

次に、延長保育事業補助金です。保護者の就労形態に対応するため、通常の保育時間を超えて保

育が必要となる児童に対して、保育時間の延長を行う事業で、子ども・子育て支援交付金の補助基

準単価に対応するための補正もあわせて行おうとするもので、３６２万３千円を補正しようとする

ものです。財源内訳は、国庫支出金が１２０万７千円、道支出金が１２０万７千円、一般財源が１

２０万９千円です。 

次に、保育所管理事務費です。この事業は、保育所等の入所保育料徴収等に係る事務を行う事業

で、幼児教育の無償化の実施に必要となる事務費のほか、システム改修に対応するため、４千８４

５万１千円を補正しようとするものです。財源は、全額国庫支出金となっております。 

次に、ファミリーサポートセンター運営費です。小学校６年生までの児童の預かりや保育所等へ

の送迎等を行う事業で、幼児教育の無償化の対象となるファミリーサポートセンター事業等利用料

の給付を行うため、２７万１千円を補正しようとするものです。財源内訳は、国庫支出金が１３万

５千円、道支出金が６万７千円、一般財源が６万９千円で、一般財源全額が子ども・子育て支援臨

時交付金で措置されます。 

次に、３款２項２目、児童措置費になります。子どものための教育・保育給付費です。この事業

は、認可保育所等が乳幼児を教育・保育するために要する経費を給付する事業で、保育士等の処遇

改善のための加算率が１％引き上げられたこと、また３歳未満児の給付費の国、道の負担率が改正

されたことから、７千５３９万９千円を補正しようとするものです。財源内訳ですけれども、国庫

支出金が１億４千１３５万８千円、道支出金が３千２９８万８千円の減、一般財源が３千２９７万

１千円の減となります。 

続きまして、３款２項３目、児童福祉施設費で市立保育所病後児保育事業費です。市立保育所に

おいて児童が病気の回復期で家庭での保育が困難な場合に、保護者にかわり一時的に保育を行う事

業で、幼児教育の無償化の対象となる病後児保育事業利用料の給付を行うため、１万１千円を補正

しようとするものです。財源内訳は、国庫支出金が５千円、道支出金が２千円、一般財源が４千円

で、一般財源全額が子ども・子育て支援臨時交付金で措置されます。 

補正予算の最後になります。市立保育所一時預かり事業費です。市立保育所において、保護者の

就労や急病などのため一時的な保育の提供等を行う事業で、幼児教育の無償化の対象となる一時預

かり事業利用料の給付を行うため、２１万６千円を補正しようとするものです。財源内訳は、国庫

支出金が１０万８千円、道支出金が５万４千円、一般財源が５万４千円で、一般財源全額が子ど

も・子育て支援臨時交付金で措置されます。補正予算の説明は以上です。 

引き続き、条例改正の説明をさせていただきます。３件ありますけれども、いずれも幼児教育・

保育の無償化に伴う条例の改正でございます。まず、議案第６号、旭川市子どものための教育・保

育給付に係る利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。子ども・子育て

支援法施行令の一部改正に伴い、施設型給付を受ける幼稚園や認可保育所等を利用する３歳から５

歳までの全ての子ども、それからゼロ歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象に、利用

者負担額を無償とするため、所要の改正を行おうとするものです。施行日は令和元年１０月１日と

しております。 
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次に、議案第７号、旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定です。国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準の一部改正に伴い、３歳から５歳までの子どもの給食費について、一部の世帯を除き、主

食に加えて副食分も実費徴収できる費用とすることなど、所要の改正を行おうとするものです。施

行日は令和元年１０月１日です。なお、あわせて条例で引用しております法律の条項が法改正によ

り変更となっている箇所の改正も行おうとするものです。 

議案第８号、旭川市地域保育所条例の一部を改正する条例の制定です。子ども・子育て支援法等

の一部改正に伴い、地域保育所を利用する保育の必要性のある３歳から５歳までの子ども、それか

らゼロ歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもを対象に保育料を無償とするため、所要の改正

を行おうとするものです。施行日は令和元年１０月１日としております。以上、よろしくお願いい

たします。 

○金谷委員長 ここで、委員からの発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

なければ、報告事項に移ります。令和元年第２回定例会提出議案にかかわる事項について理事者

から報告を願います。 

福祉保険部長。 

○稲田福祉保険部長 報告第１号、平成３０年度旭川市一般会計予算の繰越明許費繰越しの報告の

うち、福祉保険部所管にかかわる事業につきまして、繰越明許費繰越計算書に基づき御説明を申し

上げます。このたび、繰越明許費の繰り越しを行っておりますのは、３款１項社会福祉費に記載を

しております３事業となります。まず、プレミアム付商品券発行事業費につきましては、消費税率

の引き上げによる消費への影響を緩和することを目的に、低所得者及び子育て世帯向けにプレミア

ム付商品券を発行する事業でございます。また、障害者福祉施設等整備補助金と老人福祉施設等整

備推進補助金につきましては、それぞれ障害者及び高齢者の福祉施設等における緊急災害時用の自

家発電設備やスプリンクラー等の整備を行う事業者に対し、その経費の一部を助成する事業でござ

います。これら３事業のいずれも、国の予算措置とのかかわりから平成３０年度予算として計上し

ておりましたが、事業の完了が令和元年度となりますことから、年度内に支出の終わらなかった額

を繰り越したものでございます。以上、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、御報

告を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 ここで、委員からの発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

なければ、次に、提出議案以外の事項について、理事者から報告を願います。 

保険制度担当部長。 

○金澤保険制度担当部長 まず初めに、令和元年度国民健康保険料の料率についてであります。令

和元年度の国民健康保険料の料率につきましては、去る６月３日に告示を行い、本日、納入通知書

を発送するところでありますが、料率の算定につきまして、お手元の資料に沿って御説明させてい

ただきます。まず、資料の１枚目、令和元年度国民健康保険料の料率についてをごらんください。

国民健康保険料の料率につきましては、医療給付費等の財源となる医療分、後期高齢者支援金等の

財源となる支援金分、介護納付金の財源となる介護分で構成されており、３つの区分ごとに料率算
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定の内容をお示ししております。表の中央にＡとして本年度の算定内容、右側にＢとして平成３０

年度の算定内容を、その間に、前年度比の増減を記載しております。令和元年度の保険料全般にか

かわるものとして、医療分、支援金分、介護分それぞれに賦課総額がありますが、昨年度から国民

健康保険が都道府県単位化となったことから、北海道から示された納付金の額をもとに賦課総額を

算出しております。同じく、全般にかかわるものとして、賦課限度額については条例で規定してお

り、上段の医療分では前年度から４万円増の５８万円、支援金分は前年度据え置きで１９万円、介

護分も前年度据え置きで１６万円となっており、介護分がかかる世帯で言いますと、医療分、支援

金分、介護分３つの合計で９３万円となり、最大で４万円の増額となります。 

それでは、各表の算定内容について御説明いたします。初めに、医療分でございます。賦課総額

は４９億４千５９０万８千円で、前年度に比べ４０３万５千円の増となっております。保険料の項

目では、旭川市国民健康保険条例に基づき、賦課総額を所得割４１％、均等割４１％、平等割１

８％に区分した額を記載しております。なお、各賦課割合につきましては、北海道から示された本

市の標準保険料率を踏まえた割合となっております。この保険料の項目で示した額を、賦課標準の

項目に記載しております総所得金額２５４億７千５１６万３千円、被保険者数６万９千３９１人、

世帯数４万６千７０２世帯を基礎にして算出したものが最後の項目の料率となります。所得割につ

きましては、１００分の７．９６で前年度に比べ０．２８ポイント増、均等割は２万９千２３０円

で前年度に比べ１千２０円増、平等割は２万４０円で、前年度に比べ５９０円増となっております。

また、国民健康保険被保険者が７５歳となり、後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民

健康保険該当世帯に被保険者が１人となる世帯につきましては、移行後５年間、特定世帯として平

等割が２分の１となり、その世帯の平等割は１万２０円で、前年度に比べ２９０円増、また、特定

世帯が終了する５年後も世帯の状況が継続している場合には、さらに３年間、特定継続世帯として

平等割が４分の３となることから、その世帯の平等割は１万５千３０円で、前年度に比べ４４０円

増となっております。次に中段、支援金分については、賦課総額１５億９千６３８万５千円で、前

年度に比べ１億２３７万３千円の減、これを医療分で御説明したように所得割、均等割、平等割ご

とに算出し、料率につきましては、所得割は１００分の２．５８で、前年度に比べ０．０５ポイン

ト減、均等割は９千４４０円で前年度に比べ２６０円減、平等割は６千４７０円で前年度に比べ２

２０円減となっており、平等割に係る特定世帯については３千２４０円で前年度に比べ１１０円減、

特定継続世帯については４千８６０円で前年度に比べ１６０円減となっております。下段の介護分

につきましては、賦課総額は４億８千３９７万７千円で、前年度に比べ３千４７７万５千円の減、

これをもとに同様に算出し、料率につきましては、所得割は１００分の２．２１で前年度に比べ０．

０３ポイント増、均等割は９千５７０円で前年度に比べ１１０円減、平等割は４千８１０円で、前

年度に比べ１００円減となっております。 

次に、資料２枚目、国民健康保険料所得段階別料額比較表をごらんください。この表は、国保加

入者が２人の世帯について所得ごとの保険料を平成２９年度、３０年度、令和元年度で比較したも

のとなっております。１人当たりの医療費が増加していることから、所得の全階層で前年度より１．

８％から４．８％上がる結果となっており、賦課限度額の引き上げによる増を除き、年間１千４７

０円から３万４千７００円上がることとなります。以上、令和元年度の国民健康保険料の料率につ

いての説明とさせていただきます。 
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続きまして、敬老会事業に関するアンケート調査の実施についてであります。お手元に資料を２

枚御用意させていただいております。初めに、２枚目の資料をごらんください。敬老会につきまし

ては、現在、各地区の市民委員会や地区社会福祉協議会などに実施主体となっていただき、７７歳

以上の高齢者を祝賀行事に招待するなどの方法により実施しており、市では７７歳以上の市民１人

当たり１千円の負担金を実施団体に交付しております。近年では、実施団体の役員の高齢化に伴う

担い手不足や、経済的負担の増加などのほか、市負担金の増加や敬老会事業の財源となっている長

寿社会生きがい基金の減少も課題となっており、事業のあり方について検討が必要な状況となって

おります。このため、平成２９年度には、実施団体の関係者で検討懇談会を設置し意見交換を行っ

たほか、高齢者施設の利用者にアンケート調査を実施するなどして見直し案を作成し、平成３０年

１月に開催した説明会で実施団体に提案させていただきました。見直し案の主な内容としましては、

１つ目に、現行７７歳以上の市民１人当たり１千円としている負担金を敬老祝賀会に出席した人数

に応じて、地区が開催する場合は１人当たり２千円、施設が開催する場合は１千円とすること。２

つ目に、負担金の対象とする記念品の配付を満７７歳と満８８歳の特定年齢に限定し、単価を５０

０円にするという内容でありましたが、市からの提案は唐突で、実施団体の意見を十分踏まえた内

容になっていないのではないかなど、実施団体側に混乱を与えることとなったため、見直しについ

ては見送り、平成３０年度から改めて１０７の全実施団体に対して個別に意見聴取を行うこととし

たところであります。現時点では、本年７月までに実施団体からの意見聴取を完了できる見込みで

ありますが、現状どおりの実施を求める意見が半数以上を占めている一方で、敬老会を廃止しても

いいのではとの意見も一部の地区から上がっている状況で、今後、事業のあり方を検討していく上

では、幅広い年代の方からの意見も聞く必要があると考え、本日、説明しております市民アンケー

トの実施を計画したところであります。 

アンケート調査の概要につきましては、１枚目の資料をごらんください。調査の目的についてで

ありますが、先ほど御説明させていただきました現状と課題を踏まえた中で、今後の事業のあり方

について検討を行う上での参考とするため実施するものであります。調査対象は、敬老会の対象年

齢の方だけではなく、幅広い年代からの意見を伺うため、２０歳以上の市民３千人を無作為抽出と

し、今月中に調査票を発送し、これからの敬老会事業をどうしていくことが望ましいか、市民の考

えを把握したいと考えております。主な調査項目といたしましては、敬老会事業の認識に関するこ

とや出席に関することのほか、今後の敬老会事業のあり方に関することとして実施方法や実施主体、

対象年齢などを想定しております。 

アンケート調査実施後につきましては、資料の２枚目に戻っていただきまして、資料下段の今年

度の取り組み予定でお示ししておりますとおり、実施団体や市民から把握した意見を十分参考にし

ながら、市のほうで事業の方向性について一定の整理をし、９月を目途に改めて実施団体に対して

説明をさせていただき、その後も実施団体との意見交換を重ねながら、事業のあり方について検討

を進めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、実施団体の理解が何よりも重要

でありますので、実施団体の意見を十分踏まえながら、拙速な進め方にならないよう丁寧に対応し

てまいります。 

○金谷委員長 子育て支援部長。 

○中村子育て支援部長 子育て支援部から２件報告をさせていただきます。 
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まず第１点、給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）に対する意見提出手続

の結果について御報告いたします。本件は、平成３１年２月２７日開催の民生常任委員会におきま

して、パブリックコメントを実施するということについて御報告させていただいたところですが、

本年３月２０日から４月２３日までの意見提出手続が終了しましたことから、その結果について報

告いたします。 

お手元の資料、給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）に対する意見の募集

結果についてをごらんいただきたいと思います。資料にありますとおり、提出期限である４月２３

日までに３人の方からの御意見がありました。内容といたしましては、ともに賛成であるとの御意

見でありましたが、対象世帯の収入要件緩和や給付額の増額を望むもの、返済に関する繰り延べや

期間延長をさらに進めてほしいといったものがございました。こちらに係る本市の考え方といたし

ましては、ともに両制度は育英事業基金により拠出されるものでありますことから、今後の事業の

実施状況や基金残高の推移を踏まえて検討するということにしております。その他、給付時期を早

めることや失業により返済困難になった場合の免除についての御意見がありましたが、制度設計上

の理由で、現行での制度概要について説明をし、ともに困難であるとしております。以上、寄せら

れた意見と本市の考え方については、ホームページにおいて公表をしているところです。 

それから、さきの６月６日に開催されました旭川市子ども・子育て審議会におきましても、意見

提出手続の結果を報告させていただきました。委員の方からは、給付型奨学金制度の創設に賛成で

あるという御発言があり、素案のとおり検討を進めることとの御意見をいただいたところです。 

続きまして、関連いたしまして資料の給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し

（案）の裏面をごらんいただきたいと思います。以上のような意見提出手続も踏まえまして、今後

のスケジュールについて若干説明をさせていただきたいと思います。７月に開催を予定しておりま

す旭川市奨学生等選考委員会における御意見等を踏まえまして、適宜修正を行った上、最終案を策

定し、ことしの第３回定例会に条例案を提出したいと考えております。条例案が可決されれば、本

年１１月には各中学校を通じた制度の周知を、特に給付型奨学金については、卒業前の令和２年３

月に改めて周知を図っていきながら、令和２年１１月に給付を行っていきたいと考えております。

以上が、給付型奨学金制度の創設と奨学金等貸付制度の見直し（案）に対する意見提出手続の結果

についての報告でございます。 

引き続きまして、児童扶養手当の支給回数の見直しについて御報告させていただきます。生活困

窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が平成３０年６月に

公布され、この中で、児童扶養手当の支払い期日の改正が令和元年９月１日に施行されることとな

り、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、令和元年１１月支給分から現行の年３回

から年６回、奇数月の各月支給への変更となります。受給者の皆様に対しましては、本年４月２６

日付の児童扶養手当の支給額の変更通知の発送にあわせて、既にお知らせをしているところでござ

います。 

○金谷委員長 保健所長。 

○鈴木保健所長 定期の予防接種に係る接種勧奨はがきの発送誤りにつきまして、お手元の資料に

基づき御報告を申し上げます。日本脳炎の定期の予防接種につきましては、接種勧奨の対象年齢で

ある小学４年生相当及び高校３年生相当の対象者に対しまして、個別はがきでの接種勧奨を実施し
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ているところでありますが、令和元年５月７日付で高校３年生相当の年齢となる対象者３千１４人

に接種勧奨はがきを発送しましたところ、翌５月８日より一部の保護者からの問い合わせで、届い

たはがきの内容が小学４年生相当の対象者用のものであるとの指摘があり、状況を確認しました結

果、誤って発送されていることが判明いたしました。その数は、はがきの余剰分から８０ないし９

０通程度と確認したところであります。 

この発送誤りの原因としましては、主務担当者から直接の担当者に対しまして発送作業の指示を

行ったものの、指示内容が十分に伝わらず、はがきの種類を取り違えたことによるものであります。

当該対象者につきましては、接種期間が２年程度残されていることから早急に実害が生じるもので

はありませんが、誤発送した対象者の特定ができないこと、また、予防接種の機会を広く正確に周

知することが必要であるため、改めて、５月１６日付で高校３年生相当の対象者に接種勧奨はがき

を発送し、周知徹底を図ったところであります。また、発送誤りにつきましてホームページによる

周知を行っており、今月号の市民広報「あさひばし」に掲載を予定しております。 

今回の事務処理の誤りについての改善策でありますが、作業工程の簡略化、作業スケジュールの

平準化、チェック体制の見直しを図ることとし、作業手順に係るマニュアルを整備し、対応してい

るところであります。今後、適正な事務処理に努め、再発防止を徹底してまいります。以上、御報

告申し上げます。 

○金谷委員長 環境部長。 

○高田環境部長 缶・びん等資源物中間処理施設の建設用地について御報告いたします。配付させ

ていただいております資料をごらんいただきたいと思います。本施設は、近文リサイクルプラザに

かわる新たな資源物の中間処理施設であり、その整備に向けて、本年４月に基本条件や施設の概要、

事業手法等についてまとめた基本構想を策定いたしました。その内容につきましては、５月１７日

の民生常任委員会において既に御報告をさせていただいているところでございます。その中で、建

設用地については、利用可能な市有地の活用を優先し、選定に当たっては、収集運搬の効率性や生

活環境の保全などを十分に考慮し決定すると定めており、その方針に基づきまして、整備に必要な

面積を確保できる市有地の中から選定をいたしました。資料の２に、その建設用地の概要及び写真

と地図を載せております。所在地は、東旭川町上兵村２８２番地、現在、し尿や浄化槽汚泥を処理

しております旭川市環境センターの隣地で、旧東旭川清浄所の跡地であります。面積は約１万６千

平方メートルで、冬季間は雪堆積場として利用しております。また、写真にありますように、用地

の奥側が牛朱別川、前側が道道１４０号線の愛別当麻旭川線、右側が道道３７号線の鷹栖東神楽線

と峰観橋に面した立地となっております。 

建設用地を決定するに当たりましては、周辺地域の理解が得られるよう地域住民を対象に計３回

の地域説明会を開催するとともに、関係団体との協議を行い、御意見等をいただいたところでござ

います。その中では、事業内容や当該用地を建設用地とすることについて特に反対意見はございま

せんでしたけれども、周辺道路の整備に関する意見などがありましたことから、今後、事業を進め

ていく中で検討していくとともに、進捗状況については、随時地域にお知らせしてまいりたいと考

えております。今年度につきましては、建設用地について生活環境影響調査を行うとともに、施設

整備にかかわる事業者選定作業などを進めてまいります。以上、報告いたします。 

○金谷委員長 ここで、委員の皆様から発言はありますか。 
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江川委員。 

○江川委員 創設する給付型奨学金制度の部分に関して伺います。格差社会が深刻化する中、貸付

金、奨学金の返済負担が家計の重荷になっていると感じます。そのため、貸付ではない給付型の奨

学金が旭川市でも待ち望まれてきました。制度の導入をまずは評価します。その上で、昨年度より

議論が行われておりますが、今年度に入ってからの取り組みの部分と、特に今後の流れを御説明く

ださい。 

○髙野子育て支援部次長 今年度の取り組みといたしましては、平成３１年３月２０日から４月２

３日までパブリックコメントを実施しまして、既に５月２８日には結果を公表したところでござい

ます。また、さきの６月６日には、子ども・子育て審議会にお諮りし、御意見も頂戴したところで

ございます。今後の流れといたしましては、来る７月９日に奨学生等選考委員会を開催し、さらに

御意見を伺った後に適宜修正等を加えまして、本市の最終案を確定するとともに、第３回定例会で

奨学金給付条例の制定及び入学仕度金貸付条例改正案、こちらを上程する予定でございます。また、

議決をいただいた後、１１月及び令和２年の３月に中学校３年生向けのチラシを配布し、令和２年

度の実施に向けて確実な周知を図っていく所存でございます。 

○江川委員 行政が制度を整えても、それを必要とする人たちに情報が届かないということがよく

問題になっています。１１月と３月と２回、周知するために案内チラシを配布とのこと、生徒を介

してだけではなく、保護者に直接届くような方法も考えて周知をしっかりとしてほしいです。 

次に、申請要件に関して２点伺います。まず１点目です。入学年度の７月１日を申請基準にして

いることの理由を御説明ください。 

○髙野子育て支援部次長 本市の給付型奨学金制度の案におきましては、入学年度の７月１日を申

請基準日としているところでございますが、本市が想定しております給付対象世帯につきましては、

北海道が既に実施しております奨学給付金制度、こちらの対象とならない世帯のうち、収入に比較

しまして教育費の経済的負担が高いと思われる世帯、具体的に申し上げますと、北海道が対象とす

る非課税世帯のすぐ上の収入層の世帯から生徒３００人を対象と考えておりますが、本市と北海道

の支給対象の重複を避けるために、同一年度の課税状況をもって審査する必要がございますことか

ら、基準日を北海道のそれに合わせるものとしたところでございます。 

○江川委員 では、もう１点、家計激変における特別審査についてですが、今年度の就学援助の案

内を読みますと、失職、離職、病気で働けない、事業を廃止した等の理由で収入が大幅に減少し、

平成３１年度中の世帯の総収入額が申請段階において、次に示す式で算出される基準額以下になる

場合に、特別に７月１日以降１１月末まで申請することができますとあり、計算式が示されて、案

内日程は６月２４日以降にとあります。この就学援助制度に設けられている家計激変における特別

審査を、給付型奨学金制度の要件に加えなかった理由をお示しください。 

○髙野子育て支援部次長 本市の案では、就学援助制度のように、家族人数に応じた収入、所得の

基準は設けておりませんし、また、就学援助制度では一定の基準に該当しております世帯で、認定

された全ての世帯を援助の対象としておりますが、本市の案では、特定の収入層で申請のあった世

帯のうち、税額の低い方から順に３００人の生徒を対象に給付するといった枠組みでございまして、

制度の設計内容が異なっておりますことから、就学援助制度にございます家計激変における特別審

査のような枠組みは想定しなかったところでございます。また仮に、基準額を大幅に上回る収入の
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方が基準日の７月１日時点で、解雇により失職しており、前年比較で単に収入が少なくなったこと

をもちまして給付対象となった場合、恒常的に少ない収入で教育費負担を賄っておられる課税額が

少額の御家庭の方が給付対象から外れてしまうといったことも生じてまいります。以上のことから、

本市案のとおり進めていきたいと考えているところでございますが、次年度以降の制度導入後もさ

まざまな検証を行いながら、奨学金と貸付制度、こちらを含めた育英事業全体の効果的な運用に努

めていきたいと考えております。 

○江川委員 仕事をやめたことでその年の収入が激変した家庭よりも、働いていても収入が常に少

ない家庭に支援するのが目的だからということですね。その目的の部分は理解いたしました。です

が、経済情勢がなかなか好転しない時代です。失職が一時的なものであればいいのですが、一時的

が長引く場合もあり、失職による一時的な貧困状態から恒常的な貧困状態に陥る家庭も少なくない

と思われます。さまざまな検証を行いながらとのことですので、制度の導入後も今回対象とならな

かった子どもたちの状況も把握し、きちんと現実に即した支援が届くよう制度を定期的に見直して

いっていただきたいと思います。 

○金谷委員長 ほかに、御発言はありますか。 

室井委員。 

○室井委員 通告も何もしてませんので、すぐ終わりたいと思います。敬老会のアンケートの実施

というところをちょっとお聞きしたいと思います。今までは、いわゆる老人というか、高齢者の対

象の方々にアンケート調査をしていたと思います。それで一定程度の課題も浮き彫りにされてきた

というのはここに書いてあります。今回、その対象を２０歳以上３千人とし無作為でとすると、実

際に運営に携わる人、もしくは市の一定程度の補助金を当てにしているところの意見というのは、

かなり狭められてくるような気がします。まず、その対象者を２０歳以上３千人にした理由、これ

をちょっとお聞かせください。 

○登野福祉保険部次長 先ほども御説明いたしましたように、実施主体に関しましては、個別にお

話をお伺いして、意向をお聞きしているというような状況で、その内容につきましては、半数以上

が、現状の敬老会の形態を維持してほしいという御意見をいただいております。そのことについて

は十分踏まえながら、さらに、そういうような対象者の方だけではなく、幅広く御意見をお伺いし

た中で、最終的に敬老会のあり方について検討していきたいということで、今回、アンケート調査

を実施するという計画をしたところでございます。 

○室井委員 それは僕は詭弁だと思うんですよ。アンケートをもらっても、対象者が少なければ、

問題意識も物すごく欠如してくる。実際にうちの町内でもそうですし、市民委員会でもそうですけ

れども、確かに運営は大変ですよ。祝賀会等の運営は確かに大変だけども、若い人たち、今回アン

ケートをとられるような人たちというのは、もうほとんど町内のほうにも出てきていませんしね。

そういう方々に聞いてどうするんだと。何か市のほうで、こうやって聞いたからという担保をつけ

て、例えばこれを減額するとか、やめるとか、そんな方向に持っていきたいのかどうなのかという、

ちょっと疑問を感じるわけです。意図的なものを感じると言ってもいいかもしれない。この辺はど

うですか。最終的には、市の考え方も今あると思うんですけども、どういう方向性に持っていきた

いんですか。前よりは間違いなく後退するような意見が出てくると、圧倒的に多いと思うんですね。

その中で、市のほうでどういうふうに対応しようとしているのか。プラスワンとして、このアンケ
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ートも参考にさせてもらうということだけなのか。いやいや、このアンケートを主において、検討

するということなのか、どちらですか。 

○登野福祉保険部次長 私どもといたしましては、今委員がおっしゃったように、いわゆるプラス

ワンということで、この市民アンケートを主体として、今後の方向性を全て決めていこうという考

えではございません。あくまでも実施主体の方々の御意見も十分に参考にしながら、また、アンケ

ートが終わった後、方向性を市として、こんな方向でということがお示しできるようになれば、そ

のことも実施主体の方にきちんと御説明をして、御理解を得ながら進めていきたいというふうに考

えておりますので、このアンケートをもとに見直しをどんどん進めていこうというような意図では

ございません。 

○室井委員 そういう方向でよろしくお願いします。 

○金谷委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

なければ、以上で民生常任委員会を散会といたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時５１分 

 

 


