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開会 午前１０時０２分 

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

○金谷委員長 開会いたします。本日は全員出席でございます。 

１、請願・陳情議案の審査について、陳情第５号、暗所視支援眼鏡を日常生活用具給付事業の対

象品目として追加することを求めることについてを議題といたします。この後委員会を休憩し、陳

情提出者から趣旨補足説明を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０３分 

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

再開 午前１０時１８分 

○金谷委員長 それでは、再開いたします。 

先ほど説明を受けた陳情第５号に関しては、説明を受けたばかりであることから、今回は保留と

したいと思いますが、特に御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、次に、令和元年第４回定例会提出議案について、理事者から説明をいただきます。 

税務部長。 

○山口税務部長 議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算のうち、税務部所管にかかわり

ます内容につきまして、御説明を申し上げます。 

補正予算書の１０ページをごらんいただきたいと存じます。２款総務費、２項徴税費、２目賦課

徴収費のふるさと納税推進費に１億８千３０５万１千円を追加しようとするものでございます。本

事業につきましては、さきの第３回定例会でも補正予算の議決をいただいたところではございます

が、寄附実績が見込みをさらに上回っていることに伴い、返礼品の調達費用や配送料、収納代行等

業務委託料などの経費に不足が生じますことから、再度、補正措置を講じようとするものでござい

ます。なお、財源につきましては、全額一般財源でございます。 

続きまして、補正予算書の３ページをごらんいただきたいと存じます。第４表、債務負担行為補

正追加分の軽自動車税種別割納税通知書印字及び封入封かん業務委託料、それと、その下にござい

ます市道民税納税通知書等作成及び封入封かん業務委託料でございます。これらにつきましては、

平成２年度の当初課税に向け、軽自動車税種別割及び市道民税に関する納税通知書の封入封緘など

の業務をそれぞれ２月と１月に一括して委託するため、債務負担行為を設定しようとするもので、

その限度額は、それぞれ３１３万７千円、７１４万円でございます。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 今定例会に提案しております議案のうち、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１１ペー

ジをごらんください。まず、３款１項２目、障害者福祉費の特別障害者手当等給付費でございます

が、特別障害者手当の給付額が当初見込みより増加したことに伴い、７３７万４千円を補正しよう
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とするもので、財源は国庫支出金が５５３万円、一般財源が１８４万４千円となっています。次に

３目、老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出金でございます。こちらは、介護保険事業特別会計

における給与改定と、高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の給付額の増に伴い、

繰出金として５２４万４千円を補正しようとするもので、財源は全額一般財源となっています。次

に５目、国民健康保険費の国民健康保険事業特別会計繰出金でございますが、国民健康保険事業特

別会計における給与改定に伴い、繰出金として１１６万５千円を補正しようとするもので、財源は

全額一般財源となっています。次に６目、後期高齢者医療費の後期高齢者医療療養給付費負担金で

ございますが、こちらは、北海道後期高齢者医療広域連合における平成３０年度の療養給付費負担

金の精算に伴い、本市の負担額が増加したことから、その増額分として３５７万６千円を補正しよ

うとするもので、財源は全額一般財源となっています。次に、その下、後期高齢者医療事業特別会

計繰出金でございますが、後期高齢者医療事業特別会計における給与改定に伴い、繰出金として２

７万６千円を補正しようとするもので、財源は全額一般財源となっています。次に、同じく１１ペ

ージですが、３款３項１目、生活保護総務費の管理事務費でございます。昨年、創設されました進

学準備給付金のマイナンバー情報連携への対応や、生活保護業務に係る国の統計調査様式の変更等

に伴い、生活保護システムの改修を行うため、システム改修費として２０６万８千円を補正しよう

とするもので、財源は国庫支出金が１２１万円、一般財源が８５万８千円となっています。 

続きまして、議案第２号の令和元年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正予算でございますが、

同じく補正予算書の１８ページをごらんください。まず、歳出の表中、１款１項１目の管理事務費

でございます。こちらは、本年度の職員給与の改定に伴い、１１６万５千円を補正しようとするも

ので、財源は全額一般会計からの繰入金となっています。続きまして、債務負担行為の設定ですが、

２１ページをごらんください。国民健康保険料納入通知書等作成及び封入封かん業務委託料でござ

います。国民健康保険料の令和２年度賦課分の納入通知書等の作成と封入封緘を一括して委託する

ため、令和２年１月までに委託契約を締結する必要があることから、債務負担行為を設定するもの

でございます。 

続きまして、議案第４号の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が、２

６ページをごらんください。歳出の表中、まず、２款２項１目の高額介護サービス費でございます

が、高額介護サービス費の給付額が当初見込みより増加したことに伴い、負担金として１千７８２

万６千円を補正しようとするもので、財源は国庫支出金が４７２万３千円、道支出金が２２２万８

千円、繰入金が６０６万２千円、支払基金交付金が４８１万３千円となっています。次に、２７ペ

ージに移りまして、２款２項２目の高額医療合算介護サービス費でございますが、こちらも給付額

が当初見込みより増加したことに伴うものでございまして、補正額が１千７２１万６千円、その財

源といたしまして、国庫支出金が４５６万２千円、道支出金が２１５万２千円、繰入金が５８５万

４千円、支払基金交付金が４６４万８千円となっています。また、これ以外の事業費が、給与改定

に伴うものでございまして、１款１項１目、３款２項１目、３款３項１目、３款３項２目、これら

を合わせて１１３万９千円を補正することとしております。 

最後に、議案第５号の令和元年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算でございますが、

３１ページをごらんください。歳出の表中、１款１項１目の管理事務費でございますが、本年度の

職員給与の改定に伴い、２７万６千円を補正しようとするもので、財源は全額一般会計からの繰入
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金となっております。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 本定例会への提出議案のうち、子育て支援部にかかわるものを御説明させ

ていただきます。 

議案第１号、令和元年度旭川市一般会計補正予算、補正予算書の１１ページをごらんください。

３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費のうち、子どものための教育・保育給付費でござい

ます。本事業は、認可保育所等の教育、保育に要する経費として給付費を支弁する事業で、平成３

０年度中に受領した子どものための教育・保育給付費道負担金について、交付額が確定したことか

ら、その超過分を道に返還するため、１千３８４万１千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おります。 

次に、議案第１８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ございます。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を改正する内閣府令の正誤が令和元年８月、９月に出されたことに伴う

同条例の規定の整備のため、所要の改正を行うもので、施行日は公布の日とし、令和元年１０月１

日から適用することとしております。 

議案第１９号、旭川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の

一部を改正する条例の制定でございます。認定こども園のうち、本市には当該類型施設はありませ

んが、地方裁量型認定こども園等において３階以上に保育室等を設ける場合に、建築基準法に規定

する耐火建築物とするよう、施設整備の基準に関する規定の整備のため、所要の改正を行おうとす

るもので、公布の日から施行することとしております。 

議案第２０号、旭川市助産施設条例の一部を改正する条例の制定及び議案第２１号、旭川市助産

施設及び母子生活支援施設費用徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国の通知に

基づき、これまで所得税額に応じて徴収金額を認定していたものを、市町村民税額に応じて認定し

ようとするものでございます。公布の日から施行し、令和元年７月１日から適用しようとするもの

でございます。 

最後に、議案第２２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ございます。幼児

教育・保育の無償化に伴い、令和元年第２回定例会において、同条例の保育料の設定基準に係る改

正を行ったところでありますが、９月に内閣府から無償化実施に当たり特に留意が必要な事例集が

示され、当該改正内容では、国の交付金の対象外となる可能性があることから、地域保育所の保育

料の納入等に係る規定の整備のため、所要の改正を行おうとするものです。施行日は公布の日から

とし、令和元年１０月１日から適用することとしております。以上、よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 市民生活部長。 

○和田市民生活部長 本定例会のうち、市民生活部にかかわります議案を御説明申し上げます。 

議案第１７号、旭川市火葬場条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。

本件につきましては、消費税及び地方消費税率の改定に伴い、消費税の対象となる待合室使用料を

一室につき５千円から５千１００円に、霊安室使用料を一体につき２千円から２千５０円に、条例

の一部を改正しようとするものでございます。なお、施行日は公布の日からとし、新料金につきま

しては、令和２年４月１日以降の使用許可から適用しようとするものでございます。以上、よろし
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くお願い申し上げます。 

○金谷委員長 委員の皆様から何か発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、理事者交代のため暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２９分 

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

再開 午前１０時３１分 

○金谷委員長 再開いたします。 

それでは、報告事項７件について、順次、理事者から御説明をいただきます。 

福祉保険部長。 

○稲田福祉保険部長 「（仮称）旭川市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例（素

案）の概要」に対する意見提出手続の実施につきまして、御説明を申し上げます。 

お配りしております資料のうち、３枚目以降の横判の資料が今回の素案の概要となっております

ので、右下にページ数が書いてございますが、その１ページ目をごらんください。今回の意見等の

募集につきましては、資料中の１の条例制定の趣旨に記載しておりますように、昨年６月に、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成立し、社会福

祉法の一部が改正されました。この法改正においては、いわゆる貧困ビジネスに対する規制の強化

を図ることを目的に、無料低額宿泊所に関する制度の見直しが行われ、その設備及び運営に関する

基準については、国が定める基準に基づき、各自治体が条例で定めることとされております。今般、

国の省令が公布されたことに伴い、本市においても条例を制定する必要があることから、その概要

について広く意見を求めようとするものでございます。 

次に、２の無料低額宿泊所の定義、該当範囲についてでございますが、生計困難者のために、無

料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所、その他の施設を利用させる事業を行う

施設であって、資料に記載してございます（１）と（２）の２つの事項を満たすものと規定されて

います。一つが、入居対象者を生計困難者に限定していること、または、入居者の総数に占める生

活保護受給者の割合がおおむね５割以上であって、かつ、契約の内容が建物の賃貸借ではなく、施

設の利用契約というものであったり、もしくは、利用料を徴収して、食事の提供など何らかのサー

ビスを提供するものとなっていること。そしてもう一つが、居室の利用料が無料または生活保護法

に規定する住宅扶助の額以下であること。これらの事項を満たすような場合、無料低額宿泊所に当

たるものとして、社会福祉法に基づく設置の届け出が必要となり、あわせて、今回の条例の適用を

受けることとなるものでございます。 

続きまして、ページの裏面にいきます。２ページ目をごらんください。３の条例制定に当たって

の考え方ですが、条例の制定に当たりましては、省令で定められた基準が標準とすべき基準、参酌

すべき基準など、どの類型に属するかによって、これと異なる規定を設けられるかの許容範囲が決

められています。本市にあっては、基本的には省令で示された基準を踏襲しながら、一部、道で検

討されている条例の内容や、本市における既存の類似条例の例なども参考に、独自の基準を盛り込

んでいくことを予定しています。具体的には、１つ目が、非常災害対策に関することでございまし

て、近年、震災や風水害等の自然災害が甚大な被害をもたらしているという状況に鑑み、自然災害
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を含めた非常災害に関する計画を施設内に掲示すること、災害発生時に協力要請があった場合には

可能な範囲で応じるべきことを定めることとしています。また、２つ目が、地域との連携等に関す

ることでございまして、地域に根差した運営や利用者への処遇に資するため、その運営に当たって

は、地域住民との連携協力に努めること、地域住民に対し、提供しているサービスを明らかにする

よう努めることなどを定めることとしております。 

今後の予定でございますが、１２月１６日から１月２２日までパブリックコメントを実施し、お

寄せいただいた御意見等を踏まえて必要な修正を行い、来年の第１回定例会に条例案を提案させて

いただき、４月からの施行を予定しているところでございます。以上、御報告でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○金谷委員長 保険制度担当部長。 

○金澤福祉保険部保険制度担当部長 住宅前道路除雪事業に関する利用実態調査の実施について、

御報告申し上げます。 

住宅前道路除雪事業は、７０歳以上の高齢者及び重度身体障害者等で、自己の労力や親族、近隣

等の協力により除雪を行うことが困難な世帯を対象に、道路除雪事業者による除雪作業の際に、住

宅の敷地入り口部分に雪を残さないよう配慮するもので、現在は、通常の道路除雪と一体的に実施

しております。そうした中、近年では、道路除雪事業者数の減少や重機オペレーターの不足のほか、

対象世帯数も増加し、これまでどおりの体制での事業実施が困難な状況となっており、今シーズン

から土木部におきまして、一部の町内会を対象に、道路除雪事業者にかわり地域住民による除雪支

援の取り組みを試行的に行うこととしております。 

本事業は、あくまでも自力または家族等の協力による除雪が困難な世帯を対象としておりますが、

高齢者世帯の認定におきましては、年齢要件以外に、特段、具体的な基準を設けておらず、自己申

告に基づき認定を行っておりますことから、対象世帯の明確化が課題と認識しており、このたび、

事業の利用実態について調査を行うことといたしました。調査対象につきましては、今年度の事業

利用決定者のうち、身体障害者区分での決定者を除く約４千５００の高齢者世帯を対象に、事業利

用に係る決定通知書の発送時に調査票を同封する予定でございます。調査項目につきましては、資

料の２枚目になりますが、事業利用者本人の介護度や障害の程度などの身体状況に関することのほ

か、御自宅の玄関から公道までの敷地内の除雪の対応状況や、対象世帯の認定に関する新たな基準

を設けるとした場合にどのような基準が望ましいかなど、現在の状況と、今後、事業を見直すとし

た場合の考え方などについてお伺いする内容としております。今回の調査を通じて得られた結果を

参考としまして、事業の見直しを検討してまいりたいと考えております。以上、御報告申し上げま

す。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 子育て支援部から２点、報告をさせていただきます。 

まず第１点、旭川市放課後児童クラブ運営業務委託についてです。お配りしている資料の審査結

果ということになりますが、旭川市放課後児童クラブ運営業務委託につきましては、市内を４ブロ

ックに分けて、９月から１０月にかけて公募型プロポーザルを行った結果、市内２者、市外３者、

計５者の参加があり、１０月２１日に開催した審査会におきまして、参加事業者の企画提案内容を

審査した結果、４ブロック全てでシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が、受託候補者と
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して選定されました。資料の審査方法、結果の部分の③にありますけれども、全てシダックスの点

数が高かったということです。 

その後、同社と契約締結に向けた協議を進め、１１月８日付で契約を締結したところであり、契

約内容は資料の下、２の契約内容というところにありますが、履行期間が令和２年４月１日から令

和７年３月３１日まで５年間、契約金額が５年間で東部ブロックが７億５千１４３万９千円、南西

部ブロックが６億７千４７８万２千円、北西部ブロックが７億２６１万３千円、北東部ブロックが

７億９千５０１万９千円となっております。 

現在、市と受託者で協議しながら支援員の雇用手続や運営内容の整理など、円滑な委託、運営開

始に向けて、順次、作業を進めております。また、関係者に対しましては、契約締結後、受託者の

決定等に関し、学校や支援員に周知、説明を行っており、利用者につきましても文書による周知に

加え、来年３月には、４月以降の運営に関する説明会を予定しているところであり、引き続き丁寧

に説明をしてまいります。 

次に、旭川市愛育センターの組織変更についてでございます。 

資料をごらんください。資料の半分より下のほうになりますけれども、愛育センター全体での体

制の変更というところです。現在、愛育センターは福祉型児童発達支援センターであるみどり学園、

医療型児童発達支援センターであるわかくさ学園、児童発達支援事業所であるこども通園センター

の３つの施設が、知的、肢体不自由、発達の障害等の状況に分かれて、障害等のある未就学児の療

育支援や地域支援を行っている施設であります。愛育センターに施設管理部門１係と療育を行う３

つの学園という体制になっておりますが、このたびの体制の変更といたしましては、施設管理等を

行う管理係と療育を行っている３つの学園を統合し、施設に関する管理業務等を行う管理担当と、

保育士や児童指導員を中心としたクラスごとの療育を行う療育支援担当、そして、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士、相談支援専門員といった職種は、愛育センターに通園する障害児に対して

リハビリテーション的な支援を行うことや、障害児通所受給者証の交付を受けている障害児に対し

て保育所や幼稚園などへの訪問支援を行うこと、さらに、他施設との連携や家庭訪問等により、障

害児の生活のコーディネートを行う地域支援担当での運営ということを考えております。 

組織体制変更の背景といたしましては、平成２４年の児童福祉法の改正により、国から障害支援

の強化として、障害種別によらない多様な障害に対応できるように一元化することが望ましいとさ

れたこと、それから、保育所、幼稚園、あるいは民間の障害児を受け入れる事業所では受け入れが

敬遠されがちな重い障害の子や、重複した障害がある子の療育支援の場が必要であり、公的施設と

して、愛育センターは対象となる子どものセーフティーネットを維持していく役割があること、ま

た、専門職の有効的な活用として、障害の程度に応じた丁寧な支援を実施するためには、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリの専門職、それにあわせて相談支援専門員や障害児

の専門性を持つ保育士などが必要であり、限られた職員を効果的に配置することが求められている

ところです。こうしたことを踏まえて、愛育センターは、地域の中の中核的な支援施設としての役

割を果たすため、多様な障害に対応できるよう効果的に運営をし、既存のノウハウの共有及び技術

向上に努めていく必要があると考え、令和２年４月から福祉型の児童発達支援センターに体制を変

更していきたいと考えております。なお、この体制の変更につきましては、旭川市愛育センター条

例及び旭川市こども通園センター条例の改正等を令和２年の第１回定例会に提案したいということ
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で考えております。以上、報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

○金谷委員長 保健所長。 

○鈴木保健所長 このたび、保健所に所属する職員が職場内で保管する公金を私的に使用していた

ことが発覚いたしましたので、その概要について御報告いたします。 

まず、事案の概要でありますが、保健所衛生検査課に勤務する技術職員、以下、本人といたしま

すが、職場内に設置する金庫から寄附金及びつり銭の一部を持ち出し、私的に使用していたことが

発覚したものでございます。これによりまして、本人及び関係職員につきましては、１１月２８日

付で懲戒処分を受けております。なお、寄附金は額が５万円で、本年１０月に郵送で受領し、一時

保管していたものでありまして、一方、つり銭につきましては、手数料事務のため金庫内に保管し

ていたものでございます。 

発覚の経緯につきましてですが、１１月に、同課の現金取り扱い職員が金庫で一時保管していた

寄附金がないことに気づき、他の職員に確認したところ、本人がみずから持ち出したことを認め、

また、その後の調査により、過去にもつり銭の一部を持ち出していたことが発覚したものでござい

ます。なお、寄附金、つり銭、いずれも本人から全額返還されております。 

次に、職場内の現金取り扱い状況でありますが、同課では、受領した手数料１日分をまとめて会

計課に収納し、業務終了間際に受領した手数料やつり銭などは金庫内に保管しております。金庫に

保管する現金につきましては、その額や関係帳簿の確認を特定の職員複数名で行うなど、本市が定

めます現金の保管に関するガイドラインに基づき管理をしております。発生要因につきましては、

本人は現金を取り扱うことができる立場にあり、金庫のかぎの所在を知っていたことが挙げられま

すが、動機につきましては、本人から明確な回答は得られておりません。なお、本人は経済的に困

窮している様子がうかがえる状況にあったと聞いております。当該職員の処分でございますが、い

ずれも１１月２８日付で本人は免職、次長ほか２名の関係職員は減給処分となっております。 

本事案発覚後の対応といたしましては、発覚直後から、本人を現金取り扱い業務から外すととも

に、職員に対しては、寄附金があった場合には調定手続を速やかに行い、寄附金の受納処理簿を備

え、受納状況を複数名で確認し、現金やつり銭の額及び帳簿の点検を現金の取り扱いがなくとも毎

開庁日に行うよう指示しております。また、金庫のかぎの所在を知る者を、現金取り扱い員全員か

ら係長及び特定の職員に限定し、現金の管理体制の見直しを行いました。 

このたび、市政への信頼を損ない、職員の信用失墜につながる事態を防ぐことができなかったこ

とにつきまして、心からおわびを申し上げますとともに、今後はこのようなことが決して起きない

よう公金管理を初め、各種事務処理に細心の注意を払い、職務遂行に励んでまいります。このたび

はまことに申しわけございませんでした。 

○金谷委員長 環境部長。 

○高田環境部長 環境部から２件について御報告申し上げます。初めに、新・旭川市ごみ処理・生

活排水処理基本計画（改訂版）（見直し案）に対する意見提出手続の結果についてであります。本

日、資料を配付しております。 

本計画につきましては、本市のごみ処理及び生活排水処理の基本的な指針を定めるもので、平成

２８年度から令和９年度までの１２年間を計画期間としておりますが、本年度は、計画策定から４

年目の中間見直しを行う年でありますことから、施策の進捗状況の点検を行い、各種数値目標や施
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策展開などの見直し作業を進めているところであります。意見提出手続は、９月２５日から１０月

２４日までの期間で実施し、期間中にいただいた御意見は、配付した資料にお示ししたとおり、個

人から１０件となっております。その内容につきましては、本文中の表現の修正に関する意見が８

件、本見直し案とおおむね同じとする意見が２件となっており、それぞれの意見に対する市の考え

方については、資料に記載したとおり整理したところでございます。寄せられた御意見につきまし

ては、１１月２０日に開催しました第４回旭川市廃棄物減量等推進審議会の会議において報告し、

修正内容などについて審議していただいたところであり、その結果については、市のホームページ

で公表するほか、市政情報コーナーや各支所、公民館に配布する予定でございます。 

本計画の見直しにつきましては、ことしの９月９日に審議会に諮問しており、来年２月ごろに答

申を受けた後、最終調整を行った上で、今年度内に策定する予定でございます。以上、報告申し上

げます。 

続きまして、缶・びん等資源物中間処理施設整備・運営事業実施方針についてであります。 

現在の近文リサイクルプラザにかわる新たな缶・びん等資源物中間処理施設の整備事業につきま

しては、ことし４月に策定した基本構想に基づき、公設民営のＤＢＯ方式により実施することを基

本に、今年度、外部委員３名を含む７名の委員で構成する選定審査委員会を設置し、実施事業者の

参加資格要件や選定方法のほか、求める施設の仕様や能力などについて審議を進めており、このた

び、本事業の実施方針と要求水準書（案）を策定したので、御報告いたします。 

初めに、実施方針についてでありますが、本日、配付いたしましたＡ４の横判の資料であります

缶・びん等資源物中間処理施設整備・運営事業実施方針の概要をごらんください。実施方針では、

用語の定義を示した上で、第２の事業内容に関する事項において、事業の目的や施設の概要のほか

事業手法や事業期間等を定めておりますが、事業期間につきましては、設計・建設期間が契約締結

から令和５年９月末までの約２年半、運営・維持管理期間は、令和５年１０月から令和２５年３月

末までの約２０年間としております。次の第３、公募及び選定に関する事項では、事業者選定を公

募型プロポーザル方式で行うことや、公募から基本協定や本契約の締結までのスケジュール、参加

資格要件などを定めております。スケジュールについては、事業説明会などを経て、令和２年４月

下旬から公募を開始し、１２月には優先交渉権者を決定した後、令和３年３月に本契約の締結を予

定しているところでございます。２枚目に移りまして、参加資格要件につきましては、応募者グル

ープは複数の法人で構成し、地元事業者が含まれることなどとし、建設業務を行う者や運営業務を

行う者については、類似施設整備の実績があることや、廃棄物処理の許可を持つことなどを要件と

しております。また、運営業務に当たっては、特別目的会社、または、事業協同組合等の法人を市

内に設置することを条件としております。次の第４では、本事業の各事業に伴うリスク分担にかか

わる事項を定めており、各リスクに対する市と事業者の責任の所在を明確化しております。次の第

５以降につきましては、本事業の実施区域に関する事項のほか、事業計画等の解釈について疑義が

生じた場合の措置や、本事業の継続が困難となった場合における協議や損害賠償などの措置に関す

る事項などを定めております。以上が実施方針の概要でございます。 

続きまして、要求水準書（案）についてであります。こちらも本日、資料をお配りしております

けれども、本編の概要をまとめました資料で御説明したいと思います。今回の要求水準書（案）に

つきましては、施設の建設及び運営・維持管理業務に際して、本市が求める最低限の仕様や能力な
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どの条件を定めたものでございます。本編の初めには、本事業の業務範囲や施設整備方針を示した

上で、３の処理計画において、処理対象物の収集方法や計画処理量、処理方法、選別基準など、施

設を設計するに当たって必要な基本情報を記載しております。次の４の環境保全計画では、騒音や

振動、悪臭などへの対応や、適切な作業環境の保全対策などについて定めております。右に移りま

して、５から７につきましては、新しい施設に求める仕様や能力水準などを記載しており、プラン

ト設備では、プラットホームや受入ヤードを十分確保することや、作業員が安全かつ効率的に作業

できるよう設備を配置することなどと定めております。また、建築工事では、施設の配置や車両の

動線のほか、工場棟や管理棟などの各建築物に求める仕様について、土木工事では、周辺環境や景

観との調和に配慮した外構工事などの仕様について条件を定めております。最後に、８の運営・維

持管理業務では、適正で経済的な運営、維持管理に努めることや、見学者への対応などの条件を定

めているところでございます。要求水準書（案）の概要については以上でございます。なお、要求

水準書（案）につきましては、実施方針とともに公表した後、事業者向け説明会の開催など、質問、

意見受付の期間を経まして、必要な修正を加えた後、最終決定いたします。以上、報告いたします。 

○金谷委員長 以上の内容につきまして、委員の皆様から御発言はございますか。 

小松委員。 

○小松委員 保健所にちょっと、１点だけ確認をさせていただきたいと思います。 

報告資料を読ませていただきましたが、要は５万円がないということに気づいた、この間の日数

というか、いつなくなって、いつごろ気づいたのか、その辺についてちょっとお答えいただきたい。 

○上林保健所次長 今お尋ねがありました、寄附金が一時保管されて、今回の事例が発覚するまで

の時間なんですけれども、およそ１０日ほどと考えております。これは、まず寄附金を一時保管し

た理由が、本人から、寄附者の意向に沿った取り扱い方法を担当部署、会計等で確認したい旨の申

し出がありまして、所属されていた係のほうでそれを確認してくださいということで、その作業に

入ったわけですけれども、本人はそれを怠っていて、事務処理が何かそのほかの部署と協議してお

くれているような特別な事情があるように装うような発言を繰り返したため、結果として発覚がお

くれたということになりました。 

○小松委員 そうしますと、この文書で、事案の概要が一番初めに書いてあって、寄附金及びつり

銭の一部を持ち出し、私的に使用していたって２つ書いてあるんだけど、私的に使用したのは事実

としてあるんだね。そして、持ち出した行為は、上司が知っていたと。だから、何を言いたいかと

いうと、持ち出したことそのものがえらい不正義だよということではなく、持ち出した行為そのも

のは、一応、寄附者の使い道の意向云々で了解をとって持ち出したということでよろしいですね、

理解は。 

○上林保健所次長 いわゆる会計課と、そういう意向を踏まえた取り扱いを協議するに当たっては、

寄附金そのものを持ち出さなくても協議できることですので、金庫に一時保管したままで協議する

ことができたものと考えております。 

○小松委員 私もそう思う、現金は必要ない。だけど、会計課の確認とか寄付者の意向に沿うと言

うが、本人が持ち出したというのは、職場内で誰も知らない状況で持ち出されたのか、一定程度、

そういうことでやりたいのでということで確認をした後持ち出したのか、ここが大事なんです。 

○上林保健所次長 今お尋ねの件については、周りに持ち出すよと確認して持ち出したわけではな
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くて、勝手に持ち出したということになります。 

○小松委員 わかりました。 

それからもう一点、３番目に旭川市の現金の保管に関するガイドラインに基づき管理していると

いうふうに書いてます。一方、つり銭が私的に使われていたということは、５万円の事案を調べて

いる中で発覚したと。そうすると、下のこの発覚後の対応にも書いているけれども、この現金の保

管を毎日確認することまでは、ガイドラインが求めていないということですね。 

○上林保健所次長 ガイドラインには、開庁日、毎日という記載がないんですけれども、私たちは、

毎日、取り扱う用意はしているんですが、手数料をお支払いになる、そういう事案がなければ金庫

をあけませんので、そういう意味で、取り扱いがなければ確認しない日もございました。 

○小松委員 わかりました。きょう、それを中心にどうのこうのとは考えていません。ただ、現金

の保管は、私も民間の経験がありますけども、毎日確認するものですよ。毎日やっていなければ、

合わない、なくなっているということがわかっても、いつなくなったかということが確認できない

ですから、それは至って常識的なことかなというふうに思います。保健所は、以上です。 

それからもう一点、最後に子育て支援部にお聞きします。 

プロポーザルの審査結果の資料が提供されて、見ました。私は、結果を見て聞くので、感想程度

のお答えでかまいません。何をお聞きしたいかというと、いわゆるプロポーザルを公募でやって審

査しますよと、１２０点を超えない場合は、受託候補者として選定しませんよというのが、前もっ

ての設定条件です。それで、４ブロックの審査結果を見ますと、３ブロックで、受託企業以外は１

２０点を超えていない。受託企業がこの公募に参加するかどうかというのは、後でわかることなん

ですね、行政としては。そうしたことから見ると、偶然性も手伝っているわけです。シダックスが

応募しなかったら、この３ブロックは、少なくともこの点数だと選定できない。 

そこで質問です。感想程度お聞かせいただきたいということなんだけど、要は、民間に委託する

場合に一般的に言われているのは、サービスの質を下げないと、もう一つは、民間のノウハウを生

かして事業費も節減できるだろうと、主に２つなわけです。しかし、この応募状況を見ますと極め

て少ない。そして、受託企業が参加しなかったら、ほとんど選定することさえ危ぶまれるような審

査結果であります。そこで、要は放課後児童クラブの民間委託というのは、受託先、受け皿から見

ると、旭川という地域を考えたときに、機が十分に熟していたとは言えない状況だったのかなとも

感じとれるわけですが、これを終えての部長としての感想で構いませんので、お聞かせください。 

○中村子育て支援部長 機が熟しているかいないかという部分については、確かに、地元にこうい

ったいろんな児童クラブをやっているところがたくさんあって、今回の部分では、５者のうち２者

が市内企業でしたけれども、そういったような経験を踏まえてやるというのも、そういう意味では

機が熟したということになるのかもしれませんけれども、この間、児童クラブの民間委託をなぜや

るのかという部分では、我々が直営でやってきた部分では、とてもやはり研修なり何なりの部分で

も、最低限の研修しかできなくなってきていると。数がふえてきてそういった部分が出てきている

というようなことで、このままではやはり、逆にどんどん数がふえればもっと質が落ちていくとい

う可能性があったというところで、何とかしなければならないということを踏まえた上でやったと

ころであります。点数の結果につきましては、委員も今おっしゃったように、結果としてこういう

ような状況にはなりました。一つ、やはり質を向上するということで、通常市のこういったプロポ
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ーザルの部分では、審査点が５割以上というようなことで考えているんですけれども、この審査委

員会の各委員の方が、やはり質の向上という中では、半分ではだめなんではないかというような部

分も踏まえて、１２０点としたというような形になりました。北西部ブロックでは、確かに５割に

も満たなかった部分もありますけれども、そういう部分では、１位の部分、２位の部分というのは

ある程度５割も超えていると。結果的にはやはり、シダックスが道外等を含めてかなり経験があっ

て、我々審査委員会からの質問に関しても具体的な答えがあって、これであれば任せられるという

ような結果として選定して、民間委託を進めていくというふうに考えているところでございます。 

○金谷委員長 ほかに、御発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

それでは次に、児童相談所について発言はございますか。 

江川委員。 

○江川委員 児童相談所の全国共通ダイヤル「１８９」が本日、１２月３日の午前８時半から通話

料が無料になりまして、より相談しやすい状況が整えられたかなと思っています。 

そこで、現在検討している児童相談所に関して伺います。まず、現在の検討状況についてお示し

ください。 

○村椿子ども総合相談センター所長 市が児童相談所を設置する場合におきましては、専門職の確

保、育成、一時保護所等の施設整備費用の増加などが課題であると考えておりまして、中核市にお

ける設置市の状況の調査、中核市市長会などを通じた情報収集、北海道との協議などにより、課題

を整理しながら検討を進めているところでございます。 

○江川委員 まだ課題の整理を進めているところかと思います。その課題の整理の中での考え方を

聞いておきたいんですけれども、児童相談所の役割をどのように考えておられますでしょうか。 

○村椿子ども総合相談センター所長 児童相談所の役割としては、主に、市町村援助機能、相談機

能、一時保護機能、措置機能の４つの機能を担うものとされております。市町村援助機能は、市町

村による児童家庭相談への対応についての情報の提供や研修などの援助を行うもので、２つ目の相

談機能は、子どもに関する相談のうち、専門的な知識や技術を必要とするものにつきまして、子ど

もの家庭の状況や発達、性格、行動等について専門的な角度から調査、判定し、それらに基づく援

助方針を定め、関係機関等と連携しながら一貫した子どもの援助を行うものでございます。また、

一時保護機能は、必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護を行うもので、措置機能は、子ど

もやその保護者を児童福祉司に指導させたり、児童福祉施設への入所や、里親の委託などを行うも

のでございます。これらの機能を担うことにより、子どもや家庭に適切な援助を行い、子どもの福

祉を図ることが児童相談所の役割であると認識しております。 

○江川委員 主な４つの機能のうち、特に一時保護機能と措置機能が児童相談所の役割と一般的に

思われているのかなとも思います。保護者と子どもを行政の責任における判断で引き離し、子ども

と家庭の援助を行ってよい関係を築けるよう、ある意味ではクールダウンの期間ともなるというの

が一時保護なわけですね。そして、本来は、子どもを家庭に戻すのが原則で、その見きわめが大変

難しいわけです。なぜならば、家庭が、子どもにとって安心して、無条件にいていい場所であると

いうことが保障される、それができるのかという判断をしなければならないからです。 

この措置機能を行うまでの間に相談業務があって、調査があって、幾段階かあるわけですけれど
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も、その相談機能について伺いたいです。市の場合、母子手帳の交付という、母親のおなかの中に

いるところから子どもとのかかわり合いが始まって、数々の健診でも相談がされ、就学となると学

校との連携等もありますので、市としては一番得意であってほしい部分が相談機能です。旭川市で

行っている子ども総合相談センター等での相談機能と児童相談所における相談機能の違いをお示し

ください。 

○村椿子ども総合相談センター所長 子ども総合相談センターにおきましては、広く児童やその家

庭に関する相談に対応するほか、子育て支援施策についての情報の提供や各種サービス事業の提供、

利用に向けた支援を行うとともに、個別に支援が必要な児童や家庭についての対応を検討する要保

護児童対策地域協議会のケース検討会の事務局の役割を担いながら、家庭や機関と連携した支援を

行っております。 

一方、児童相談所におきましては、一時保護や措置などの他の機能とあわせながら、子どもや家

庭の個々の状況等について調査、判定を行い、専門的な知識や技術を必要とするケースへの相談援

助活動を行っているところでございます。 

○江川委員 児童相談所は、より専門的な知識と技術を必要とするというところがポイントになり

ますね。この専門的分野を担う児童福祉司などの人材の確保が大きな課題になっていると、ここ数

日、新聞でも報道されておりましたので、検討の上では大変課題になってくる点かと思います。丁

寧な準備を行っていただく必要があるのかなというふうに思っています。 

次に、一時保護所の役割についてどのように認識していますでしょうか。 

○村椿子ども総合相談センター所長 一時保護所は、一時保護機能を担うものとして子どもの安全

を迅速に確保し、適切な保護を行い、心身の状況、置かれている環境など、状況を把握するために

設置する施設でございます。一時保護の主な機能は、緊急保護と行動観察でありまして、緊急保護

につきましては、虐待などの理由により、子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合や、家出

した子どもを緊急に保護する必要がある場合、子どもが他人に危害を及ぼすおそれがある場合など

に行われるものであります。 

また、行動観察は、具体的な援助方針を定めるために十分な行動観察などを行う必要がある場合

に行われるもので、緊急保護と並行して行われる場合や、家庭等の養育環境から離れた環境のもと

でアセスメントの必要がある場合に行われるものと認識しております。 

○江川委員 この一時保護所という場所は、ある意味では児童相談所特有とも言える、いわば根幹

をなす場所の一つと捉えられると思います。現段階で、一時保護所機能についてはどのように考え

て検討していますでしょうか。 

○村椿子ども総合相談センター所長 一時保護所は、必要に応じ、設けなければならないとされて

おり、必置ではなく、複数の児童相談所を設置する自治体におきましては、複数の児童相談所で一

つの一時保護所を使用しているところもございます。しかし、一時保護所を設置していない自治体

はないところでありまして、児童相談所を設置する場合には、相談機能、措置機能などとともに、

一時保護機能を担うために緊急保護を行ったり、行動観察を行う上で一時保護所が必要となると考

えております。児童相談所を設置している中核市について、視察などにより調査を行ったところで

あり、これらの市も一時保護所を設置しておりますことから、その状況も参考としながら検討を進

めているところでございます。 



- 13 - 

○江川委員 複数の児童相談所で一つの一時保護所を使用しているという点、そして、一時保護所

を設置していない自治体はないけれども、旭川には北海道の児童相談所の一時保護所があるわけで

すから、それでよいという考え方も今の答弁からは示唆されているようにもとれるわけです。では、

一時保護所を委託する場合の課題と北海道と共同で運営するという考え方はあるのか、お聞かせく

ださい。 

○村椿子ども総合相談センター所長 中核市で設置しております横須賀市と金沢市は、児童相談所

の設置当初の２年または３年の間は、一時保護所を設置せず、県の児童相談所に一時保護を委託し

ていた期間もあったことから、そうした手法も考えられるところでございます。しかしながら、県

に一時保護所を委託するために、調整に時間を要し、一時保護を行いにくかった、担当の児童福祉

司が行動観察や評価のために、児童に毎日会うことが重要であり、そのためには、市の一時保護所

が必要であるとの話もお伺いしているところであり、一時保護所を北海道に委託する場合には、緊

急保護や行動観察を行う上で課題があるものと考えております。 

また、一時保護所を共同で運営するということにつきましては、責任の所在が不明確となること

や、一時保護所の運営に要する費用の負担の方法についての問題もあり、他の自治体にも例がなく、

困難であるものと考えております。 

○江川委員 措置に関しては、計画的な場合だけではなく、緊急性を要する事態が想定されると思

います。その際に、調整に時間がかかる事態はあり得ないということを肝に銘じて検討を行うのが

必然です。虐待で命を落とす子どもはゼロ歳児が多くを占めており、措置を行って一時保護する場

合は、乳児院などの児童養護施設で保護観察されることが多いと聞いています。もしも、一時保護

所で保護観察を行うならば、２４時間で、保育士が対応することになります。個人的な意見ですけ

れども、乳児からの一時保護を可能にする、その体制を一時保護所でとって、それこそ旭川モデル

にしていただきたいと思います。そして、母子を保護するためのシェルターや母子寮などの施設の

状況も把握した上で、子どもにとってよりよい状況となるよう、複合的に考えていただきたいとい

うことをお伝えしておきたいと思います。以上です。 

○金谷委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、続きまして、地域医療構想について、発言はございますか。 

小松委員。 

○小松委員 時間が余りないので、急いで質問します。厚労省が９月２６日、再編、統合を促す公

立・公的病院、４２４病院を実名で公表しました。大きな波紋を広げています。この大もとにある

のが、地域医療構想であると私は受けとめているところです。 

地域医療構想とは何ぞやということですが、団塊の世代が７５歳を迎えて後期高齢者となる、３

人に１人が６５歳以上になるということを見据えて、超高齢化社会に対応できる医療の提供体制を

確立していこうとするものなんだというふうに説明されています。その際、地域ごとに異なる課題

がありますし、人口構成も違いますから、これらを見据えて、計画は地域ごとに策定するというの

が地域医療構想であります。地域医療構想に求められている内容としては、２０２５年の医療需要

と病床の必要量や、目指すべき医療提供体制を実現するための施策となっております。そして、北

海道としての構想については、道が策定しているというのが私の理解でありますが、こうした理解
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でよろしいか、まず、お聞きいたします。 

○森山保健所次長 地域医療構想につきましては、委員が述べられましたとおり、急速に少子高齢

化が進展する中、２０２５年にはいわゆる団塊の世代が７５歳以上となり、医療や介護を必要とす

る高齢者が大幅に増加することが予測される中、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を

構築するため、２０１４年６月に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律において策定が制度化されたもので、将来人口推計をもとに、２０２５年の医療需要及び必

要病床量が推計されているほか、将来のあるべき医療提供体制を実現するために検討すべき施策な

どが示されております。 

○小松委員 厚労省の説明も今の現状の答弁も全く的外れとは言わないけれども、なかなか疑問が

あるんですよね。厚労省は、超高齢化社会に対応できる医療提供体制を確立していくんだと、聞こ

えがいい。今の御答弁においても、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため

の構想だと。後で述べますが、中身は決してそういうものではないというのが受けとめであります。 

話は、先に進めます。地域医療構想を策定したとしても、医療機関の再編、統合が自然に進むわ

けではありません。医療機関の機能分化、連携については、地域において関係機関と協議して、一

致させる必要がありますから、具体化は、地域医療構想調整会議というものを設置して、議論、調

整することとされていると思いますが、この理解でよろしいですか。 

○森山保健所次長 地域医療構想の進め方でありますが、地域医療構想は、医療のあり方や人口構

造の変化に対応し、リハビリテーションや在宅医療の確保など、バランスのとれた医療提供体制を

構築することを目指すものでありまして、委員の述べられたとおり、地域医療構想調整会議を設け、

旭川市医師会、旭川歯科医師会や旭川医科大学病院、旭川赤十字病院、市立旭川病院、旭川厚生病

院、旭川医療センター、また、民間の病院や関係団体等が委員として参画する中で、地域ごとの目

指す医療の姿やその実現に向けて、医療従事者に期待する役割等について考え方を共有し、協議を

行っております。 

○小松委員 厚労省の意向に基づいて、各都道府県が地域医療構想をつくると。それを具体化する

ために、各地域で調整会議というものを設置して、そこで機能を分けたり、連携を強めたり、具体

化するための議論をしてくださいということになっております。そこで、今保健所に御答弁いただ

いているわけですが、この地域医療構想は、都道府県が策定するものであります。今、御答弁をい

ただいている皆さん方の立ち位置について、まず、御説明をいただきたいと思います。 

○森山保健所次長 地域医療構想は、委員が述べられましたとおり、北海道が策定しておりますの

で、北海道全体については北海道福祉保険部が、また、上川中部圏構想区域につきましては上川総

合振興局が主導して協議を進めておりますが、旭川市保健所も上川総合振興局とともに、事務局と

いう立場にあります。 

○小松委員 事務局という立場で、今、答弁をいただいているところであります。 

北海道では、道内を２１の医療圏に分けて論議をしております。旭川市は上川中部圏に属して地

域医療構想調整会議を開催し、その事務局ということであります。 

そこで、幾つか具体的にお聞きしていきます。北海道の地域医療構想では、２０２５年において

全体として必要とされる病床数は幾らと見込んでいるのか、計画策定段階での病床数は幾つなのか、

結果として削減する病床数は幾らになるのか、それぞれお答えください。 
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○森山保健所次長 ２０２５年の必要病床数の推計でありますが、北海道全体では７万３千１９０

床を見込んでおります。計画策定段階の病床数につきましては、病床機能報告制度により把握して

いる、稼働している病床数が７万５千９２床であり、削減する病床数は１千９０２床を見込んでお

ります。 

○小松委員 同様に、旭川市が属している上川中部圏、ここではどうなっているのか、お答えくだ

さい。 

○森山保健所次長 上川中部圏の２０２５年の必要病床数の推計でありますが、５千６２５床と見

込んでおり、計画策定段階で病床機能報告制度により把握している、稼働している病床数は６千２

０４床であり、削減する病床数は５７９床を見込んでおります。 

○小松委員 結局こういうことなんですよ。２０２５年を見据えて、北海道全体では１千９０２の

ベッドを全体として削減したいと。上川中部圏では全体として５７９のベッドを削減したいと。こ

れをもって、十分なというか、高齢化社会に対応できる医療提供の体制を一つは確立していこうと

いうことなんです。 

ところが、上川中部圏で５７９のベッドを削減したいというこの道の計画ですが、もう少し細か

く見るとどんなふうになっているか。私は専門家でないんでちょっと細かいことは承知していない

んですが、医療提供の機能によって区分けされています。高度急性期に見合う医療を提供するベッ

ド数、急性期の医療を提供するベッド、回復期、慢性期、こうした区分けがされているんですよ。

この上川中部圏で全体として５７９を減らすとしていますが、高度急性期の医療提供のベッドは、

計画段階では１千２２０のベッドがありましたが、これを２０２５年には６８９まで減らすと。急

性期、これは２０１５年の構想策定段階では、この上川中部圏で２千８８６のベッドが稼働してい

る、これを１千７９５まで減らしたいと。高度急性期と急性期を合わせると、１千６２２のベッド

を減らしたいというのが、道の地域医療構想なんです。この計画に基づいて、調整会議が上川中部

圏で、これだけじゃないですけども、議論をしているんです。急性期と高度急性期の実に４割を減

らしていこうというのが地域医療構想です。しかし、そうしたベッドを減らすと、現に入院してい

る方がいますから、どっかこっかに行かざるを得ない。ふやすところがあるんですよ、この計画で

は。回復期という医療を提供するところは、１千１５８もふやす。それでもさばき切れないかもし

れない。だからどうするかというと、介護の分野で引き受けてもらうように、環境整備しようじゃ

ないか。それだけでも間に合わないかもしれないから、在宅で療養する方をどういうふうに面倒を

見ていくかということをあわせて計画をつくっていこうじゃないかと。しかし、厚労省の発表のよ

うに、今は、ベッド数の削減、高度急性期や急性期医療のベッドを削減するということが、国の思

惑どおりかどうかは別として、ひとり歩きをしている。そのひとり歩きの音頭を、厚労省は、９月

２６日に、非常に衝撃的な形で公立・公的病院４２４を実名で公表したというふうになっているわ

けであります。 

さて、そこでお聞きします。こうした内容を具体化するための調整会議というふうに私は受けと

めていますが、削減が求められている病床数がありますが、どのようなスタンスでこの後、調整会

議として臨んでいくのか。今後の見通しについてもあわせてお答えください。 

○森山保健所次長 地域医療構想につきましては、病床削減を目的としているものではなく、調整

会議につきましても直接的に病床数について協議しているものではありませんが、参加する医療関
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係者が必要病床数の推計値を含めた地域における医療需要の将来推計などの情報を共有し、活用し

ながら、医療機関相互の役割分担や連携体制の整備などについて議論を進めております。 

今後の見通しでありますが、現段階でスタンスが変わるような検討は行われておらず、同様に議

論が進むものと考えております。 

○小松委員 今現在、稼働しているベッド数を減らすという目標ですから、人口減少もありますけ

ど、これはなかなか難しい課題であります。何よりも、全国の病院の中で、医療機関数の実数から

見ると、７割が民間病院だと言われております。ベッド数の６割は民間病院が占めているんだと言

われているんです。上川中部圏では、その状況がどのようになっているか、わかる範囲でお答えく

ださい。 

○森山保健所次長 上川中部圏の状況でありますが、７５病院、診療所のうち、６４病院、診療所

が民間経営であり、その割合は８５．３％であります。病床数につきましては、許可病床数では６

２．９％が民間経営で、稼働病床数で申し上げると、６１．３％が民間経営という状況であります。 

○小松委員 半分以上を民間が占めているわけであります。だから、北海道の地域医療構想で、急

性期医療等のベッドを削減していくんだと。それを何とか地域ごとに議論して、具体化していきた

いといっても、物事はそう簡単に進むわけではありません。調整会議で将来の病床数を調整しよう

としても、民間経営の医療機関に押しつけることはできないと思いますが、いかがですか。また、

公立・公的病院にしても、設置者は、医大は国でありますし、市立病院は旭川市、厚生病院は厚生

連が設置している。非常に難しいものと考えますが、いかがでしょうか。 

○森山保健所次長 調整会議につきましては、先ほども申し上げましたとおり、直接的に病床数に

ついて議論しているものではなく、委員が述べられたとおり、民間経営の病院に病床数の調整を強

制的に促すことにはならないと認識しておりますし、公立・公的病院につきましても同様に、難し

い現状にあると考えております。ただ、会議で情報を共有することで、例えば、病院の改築予定に

あわせて需要見込みに応じて病床を廃止したり、病床機能を転換したりする動きが見られており、

各医療機関等における検討が進んでいる状況もあるところです。 

○小松委員 非常に難しい課題ですが、皆さん方は調整会議という場で事務局を担っているという

ことであります。 

そこで、地域医療構想は、将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討が主な目的

となっていると思います。それは、医療機関相互の役割の分担と連携の促進、市立病院などは大体

これに該当して、車で２０分の範囲内に類似した機能を持つ病院がある。そこは、再編、統合を進

めるべきでないか、あるいは、手術件数などが少ないところは、再編、統合を考えるべきでないか

ということで、実名が公表されたわけです。相互の役割の分担と連携の促進、これは調整会議の一

つの目的です。しかし先ほども言いましたように、今稼働しているベッドを大幅に減らすというわ

けでありますから、減らしただけでは医療難民が生じてしまいます。そこで、厚労省、北海道の地

域医療構想も、ベッド数が減らされた結果、受け皿が必要となることから、医療と介護が連携した

地域包括ケアシステムを構築するとしています。病床削減や機能見直しの前提となる在宅医療提供

体制も整えていくことが、極めて重要になります。病床削減だけが進んで、介護施設に入所できな

い、公的な支援も十分に提供されないとなると、在宅医療は成り立たなくなります。その点につい

て、医療構想調整会議ではどのように受けとめて、どのように具体化を進めようとしているのか、
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お聞きいたします。 

○森山保健所次長 地域医療構想では、慢性期病床の一定割合は、将来的に在宅医療等で対応する

仮定で推計を行っており、在宅医療等の医療需要の推計も示されております。しかしながら、在宅

医療も構成要素の一つであります地域包括ケアシステムの構築は、地域にとって非常に大きな新た

な課題であり、調整会議を主導する道からは、地域でうまく進んでいる事例が提供されるなどして、

地域での取り組みを促す働きかけが行われているところです。 

○小松委員 だから何回も言いますけれども、今現在利用されているベッド数を将来に向けて削減

をしていく。そのためには、回復する人ばかりでないですから、受け皿が必要になる。どういう受

け皿をつくるか、包括ケアシステムもそうでありますし、介護の関係もそうであります。しかし、

ここのところは進んでいないんですよ、具体化が。なのに、公的・公立病院はやる気がないんでな

いのかということで、一方的に名前を公表する。これでは、国がどう考えようと、地域でどういう

医療を提供するかの責任を持つ、民間を含めて、医療機関やそれらを所管する旭川市の保健所とし

ても、私は責任を持てるわけがないというふうに思うんです。発表された中には、過疎地域もあっ

て、充実したいんだけども、ドクターが確保できないんだと、看護師さんも確保できないんだと、

こうした事情もあります。そこで、この地域医療構想の中では、医療・介護従事者の確保、養成も

一つの課題にしています。これらについての展望がどうなってるのか、お聞きいたします。 

○森山保健所次長 地域医療構想では、医療従事者の数は、地域における医療提供体制のあり方を

決める重要な要素とされており、医師の確保、養成等については、北海道地域医師連携支援センタ

ーにおいて総合的な対策を実施するとしているほか、看護師や介護人材等の確保、養成に努めるこ

とが示されております。また、２０２５年以降も少子高齢化の進展が見込まれ、人口減に伴う医療

人材の不足なども見込まれることから、現在国においては、地域医療構想、医師の働き方改革、医

師偏在対策を一体的に進めていくこととされておりますが、北海道においても同様に、３つの施策

は相互に関連し合っていることから、整合性を図りながら取り組みを進めていくとしております。 

○小松委員 だから、地域包括ケアシステムについても、医療・介護従事者の確保、養成について

も、国はこう考えているんだ程度のことしか言えないわけですよ、地域の調整会議としても。しか

し、ベッドを減らしていかなければならない、これは今ひとり歩きをしている。なぜひとり歩きか、

国がモーションをかけてきたからですよ。今のままでいいのかということをやったからですよ。こ

の４２４の公立・公的医療機関等について、再編、統合の必要性について特に必要という分析結果

を明らかにしたわけですね、厚労省は。特に必要なんだと。厚労省は９月２６日に発表しました。

これに対して、全国市長会の地域医療確保対策会議が１０月１日に開かれたんですが、この厚労省

のやり方に、かなり批判的な意見が出されたということが専門誌の中で紹介されています。分析結

果の経緯については、全国市長会の会長が、地域医療構想調整会議の議論を経なければならないし、

調整会議を通して行うべきだったと述べているんですね。いわば、調整会議の頭を超えて、厚労省

は発表したんですよ。こんなことをやられてはたまらないと、全国市長会の医療確保対策会議では、

地域から医療機関がなくなるというふうに、声が出されてきている。公立病院に勤める予定の人だ

ったのに、なくなるんでないかということでやめたというような声も寄せられている。こうした批

判を行いました。これに対して、厚労省が一応反省はしました。今後においては、十分話し合って

やっていくようにしたい。厚労省、総務省、そして町村会、市長会、知事会の地方３団体と連携し
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て協議していくということで、予定していなかったこうした協議が、１０月４日に第１回目が開催

もされたりしているんですが、厚労省はこの後も、本意ではなかったとか、ちょっと曲げられて報

道されてしまったとか、いろいろ言うんだけども、この公表を撤回しろという要求には頑として応

じないんですよ。それで進めていきますよということです。私は、調整会議が全国各地で、北海道

でもたしか２１地域だったと思いますが、地域医療構想に基づいて、機能分担や連携のあり方、そ

れからベッドの削減等を協議しているその最中に、公立・公的病院が実名で公表されたと。これは、

２階に押し上げられて、はしごを外されたようなもんですよ。頭ごなしです。調整会議としても立

場がないというか、今後の議論に大きな影響を及ぼしかねないというふうに思うんですが、こうし

た一方的な厚労省のやり方について、どのように受けとめているのかお聞きいたします。 

○川邊保健所地域保健担当部長 先ほど来、地域医療構想に関して次長から答弁させていただいて

いるところであります。調整会議は平成２８年度に設置されまして、ことしで４年目を迎えました。

今年度第１回の会議は６月１７日に行われまして、道の地域医療課のほうから担当者が来て、国の

動きなどについても説明があったところであります。もちろんその際には、今回のように具体的な

病院名を示して再編を促すようなことがあるといった説明は受けていなかったわけでございまして、

そうした中で、９月２６日に唐突に発表がなされる、こうした状況に至ったわけでございます。 

私どもは上川保健所とともに、事務局の立場で調整会議に出席しておりますけれども、国のほう

からは、まず地域で情報を共有し、課題について意見交換を行い、その上で取り組みを検討してく

れと。こうした調整会議の進め方の手順までは示されているところであります。ただ、会議に委員

として参加しておりますのは、各病院の院長なり、事務長なりがそれぞれの経営体を代表して参加

しております。そうした中で、他の病院について意見すると申しましても、経営に直結する課題で

ございまして、例えば今回のように、相手が公立病院であるからといって意見を言えるかというと

現実的には難しく、あくまで、みずからの経営はみずからが判断してというところではないかと、

そんな受けとめ方をしているところであります。 

また、連日報道を見ましても、北海道を初め、各地域で公立病院が過疎地の医療を支えるという

実態も多く、各団体、各地域からさまざまな意見が出ていることも承知しておりますし、１０月２

８日には、政府の経済財政諮問会議の議論においても、公立のみならず民間病院も再編が必要で、

そのための財政措置をといった提言もなされ、日本医師会がこれに対して、公立病院の再編の議論

が先だと、こういった姿勢を示しているという報道もなされているところでございます。 

今後も、さまざまなところからさまざまな意見が出てくることが予想されますけれども、私ども

保健所といたしましては、調整会議の事務局として、こうした状況を慎重に見きわめながら、北海

道と連携して適正に対処してまいります。 

○小松委員 医療機関を含めて議論を進めているのが、地域における調整会議です。今、部長が答

弁されたように、皆さん方は事務局という立場だから、何か起きた物事に対して見解を述べるとい

う、そういう立場にないということは私も理解をしたいというふうに思います。 

聞き方を変えます。町村会はとんでもないと怒っています。市長会もあのやり方は納得できない

と国に意見を出しております。知事会も同様であります。旭川市は、市が設置した市立病院が名指

しで公表されたわけであります。一行政機関として市長に見解をお聞きしたいんですが、ここは委

員会でございますからそうしたことはできません。だから、私の理解では、地域の医療提供につい
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て所管しているのは、一つは保健所というふうに思っていますので、そういう行政的な立場、行政

における一人の幹部としてどのように今回の事態を受けとめているのか、改めてお聞きいたします。 

○川邊保健所地域保健担当部長 立場を変えてということでございますのでお答えいたしますと、

公的医療機関というのは、過疎地域での医療の提供ですとか、救急、小児、周産期などの特殊部門、

その他、高度先進医療など、採算面から民間医療機関で賄えないような役割、こうした役割を担っ

ている一面もございます。そうした中で、今回のような議論を進めていくにしても、まずは、公的

医療機関が担う、そうした役割を踏まえながら、公的負担の基準などを明確にした上で行うべきで

はないのかなと、このように受けとめているわけでございまして、先に名指しをして結論を求めて

いくような流れについては、今回、私ども保健所としても望ましくはないのかなと、このように考

えているところでございます。 

○小松委員 以上で終わります。 

○金谷委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、理事者については退席していただいて結構です。委員会については休憩せず、時間が

ありませんので、このまま続けさせていただきます。 

６、その他、民生常任委員会行政視察に係る報告についてに入ります。 

１０月及び１１月に行った行政視察について、正副委員長、それぞれの班の報告及び情報の共有

を行いたいと考えております。これにつきましては、委員長班、副委員長班それぞれの視察内容に

ついての報告をしたいと考えておりまして、今、資料はございませんが、各班の委員の数及び視察

先の数を確認させていただきましたところ、８名の委員で８市ということでございますので、でき

ましたら、この情報共有の報告の場につきましては、各委員お一人ずつ１市を担当していただくこ

とで進めていきたいと考えておりますが、そのようなことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

委員長班につきましては、一応、決定しております。私、岩見沢市、江川委員、茅ヶ崎市、木下

委員、横須賀市、室井委員、小田原市ということでございます。副委員長班につきましては決定し

ておりません。この場においてノミネートをお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

立候補でお願いいたします。視察先は、熊本市、熊本県の環境整備事業団エコアくまもと、広島

市、金沢市でございます。 

○小松委員 金沢市。 

○金谷委員長 ありがとうございます。小松委員、金沢市ですね。 

○福居委員 熊本市の清掃工場。 

○金谷委員長 熊本市ですね。ありがとうございます。 

そうしましたら、高見委員、あと２カ所、エコアくまもとか広島市なんですが。 

○高見委員 エコアくまもとで。 

○金谷委員長 では、高見委員はエコアくまもとです。副委員長が広島市ということでよろしいで

すか。 

○品田副委員長 はい。 
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○金谷委員長 それでは、開催の時期について委員各位にお伺いしていきたいと思います。このま

まですと、１月の常任委員会が定例開催で１月２１日ぐらいになる予定なんですが、その委員会の

中で行うことでよいのか、また、それ以外に日程を考えたほうがよいのかについて、どのようにし

てまいりましょうか。 

○小松委員 １月でいいです。 

○金谷委員長 それでは、１月に開催する常任委員会で行いたいと思います。その際ですけれども、

一応、平成３１年議会運営の評価及び検証結果の常任委員会の活性化の部分においては、行政視察

に係る調査結果の報告に対して、執行機関の職員を交えた意見交換の事例もあることから、今後も

このような取り組みを期待したいという外部評価者の指摘がございましたので、私としましては、

理事者も業務に支障のない範囲で、無理のない範囲で参加できる理事者がいた場合においてはです

が、同席の上で行いたいと考えておりますがよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

また、当日、各委員の担当の市の部分のみ資料として、行いたいと思います。 

○小松委員 今のくだりがわからない。 

○金谷委員長 皆さん、視察報告書を提出したと思うんです。その中で、それぞれ４市ずつ作成し

たと思いますが、その中で今自分の担当となった、小松委員ですと金沢市の児童相談所の部分につ

いては資料としたいと。口頭だけで聞いてもなかなかわかりづらいですし、また、全視察先分を資

料とするとボリュームがありますので、それぞれの担当したところだけを資料といたしたいと思い

ますが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

そのように決定をさせていただきます。 

続きまして、（２）民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会において示された課題の整理に

ついてに入りたいと思います。 

先週１１月２７日に行った民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会において示された課題に

ついて整理したので、事務局から資料を配付をさせていただきます。 

（課題整理に係る資料配付） 

○金谷委員長 今回の意見交換の場において、民児連から述べられた課題といたしましては計４項

目、また、その中でさまざま御意見もあったところではありますけれども、その中の一部分でもよ

いので、今後、何とかこの委員会の中で一致するものが見つけられた場合において、執行機関への

政策提案につなげていきたいと考えておりまして、まず、皆様に資料をお目通しいただきたいと思

います。また、つい先週のことでございますので御記憶もあると思うのですが、この中で、全てが

ということにはなりませんので、あえてこの点だけでも何とか理事者側にお伝えしていくことがで

きないかというところで、このような課題の中から、皆様の御意見でこの点についてはぜひという

ところを決めていけるのであれば、そこについて考えていきたいというふうに思います。政策課題

として取り上げる内容について、何か御意見ございますでしょうか。 

○品田副委員長 理事者から確認したことも伝えたらいいんじゃない。理事者に確認して、例えば、

これなんかは今もうやってるとか。 

○金谷委員長 その後、事務局のほうで理事者の担当のほうに確認できたことがあるということで
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すか。 

○品田副委員長 理事者に確認をとって、できたことがあるでしょ、例えば、うぶごえへの贈りも

のとか。情報提供しているとか、ほかにも何点か、それもちょっと伝えておいたほうがいいんじゃ

ないかな。 

○金谷委員長 今、事務局のほうで対応していただいている部分がありまして、意見の中で、もう

既に確認できたこともあれば、それについて……。 

○室井委員 急な話だから、やめないか。まだ資料も読んでいないし。 

○金谷委員長 そうしましたら、きょうは皆様にこれをお配りしただけにしておきまして、今後、

この点について御相談をさせていただきながら、まとまるところがありましたら、また、そのよう

な形で進めていきたいというふうに思います。第４回定例会中に少し御相談申し上げてもよろしい

でしょうか。この件について、これでばっさり終わるのではなくて。 

○室井委員 これだけで４定中にやるということですか。 

○金谷委員長 そうではなくて、お話があった中で、できればこれから、委員会として何項目かま

とめられれば、理事者のほうにつなげていきたいということを考えております。 

○小松委員 委員会の中で１回、少しやったほうが、そこで完全にまとまるかどうかは別にしても、

文章をまとめるということよりも、そこを１回経たほうがいい。 

○金谷委員長 ありがとうございます。 

○室井委員 そしたら１月でしょ、それは。 

○金谷委員長 そうですね。そうしましたら、１月は本会議はありませんので、議案等もありませ

ん。理事者からの報告事項が何点か出るだけですので、先ほどの視察の報告は多分、１時間もかか

らないかと思いますので、それをやった後に、今の件について皆様と話し合いをしていくというこ

とで、資料を見ておいていただくということでいいですか。 

○木下委員 本委員会でそこの部分をみんなで議論するということになると、それは委員間討議と

いうような話になると思うんです。それだったら逆に、ちゃんと委員間討議の手続を経て、やって

いただく形になるのかなと思うんです。 

○金谷委員長 わかりました。そうしましたら、今、そのようなお話が出ましたので、１月の常任

委員会で、この民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会において示された課題の整理について、

民生常任委員会として委員間討議を開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。きょうここで

合意すればできるんですけど。 

○木下委員 すぐに判断はできないです。 

○小松委員 １月で判断して、それ以降ということで。 

○福居委員 急過ぎるよな。 

○室井委員 ちょっと落ち着いて、何でもパンパーンと行き過ぎだ。 

○金谷委員長 わかりました。そうしましたら、１月の常任委員会で、まず、委員間討議をするか

どうかについて話し合いをするということでよろしいでしょうか。 

○室井委員 １月の開催はいつでしたっけ。 

○金谷委員長 散会後に日程の話をさせていただきますが、一応、定例開催では１月２１日になる

と思います。 
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それでは、この件については以上で終了させていただきます。 

次に、市民と議会の意見交換会において示された課題の整理について、資料を事務局から配付さ

せていただきます。 

（課題整理に係る資料配付） 

○室井委員 さっきの陳情なんですけど、これはいつぐらいまでに結論を出せばいいんですか。 

○金谷委員長 今のところ、それぞれの会派にお任せしていて、判断が整った時点でと思っていま

す。 

○室井委員 委員長として、このぐらいまでということは考えていないの。 

○金谷委員長 少なくとも、１２月の４定のこの段階で説明をお聞きしたので、来年の予算に反映

させることは難しいと思っているので、年明けの第１回定例会中にというところまでは考えており

ません。この後少しずつ、もし判断が整えば聞きたいというふうに思うんですけれども、よろしい

でしょうか、それについては。 

○木下委員 今の進行の仕方について、ちょっと意見を申し上げたいんですが、この民生常任委員

会は、例えば広聴広報委員会のようなフリートークの場ではないと思うんです。そういった中で、

委員長に発言の許可も取らずに、今は皆さん自由にお話をされていますが、こういった進行で果た

していいのかどうなのかっていうところも含めて、議事の進め方について、御考慮いただきたいな

というふうに思います。 

○金谷委員長 申しわけありません。そうですね、発言の仕方ですね。 

それではちょっと戻ります。（３）のところに入るんですけれども、最後のところで、特に御発

言を求めたいと思いますので、今までのところも含めて、また、お話、御意見ありましたらお出し

ください。 

それでは、（３）の課題の整理の資料を配付させていただきました。これについては、市民の方

からこういった意見が出ましたので、それをまず皆様にお目通しいただきまして、こういった意見

があったということで御承知おきいただき、一応、正副委員長では確認をさせていただきましたけ

ども、もしこの内容がちょっと記憶と違うということがありましたら、終わった後でも結構ですし、

また、次の委員会まででも結構ですので、御意見をちょうだいしたいと思います。それで、内容に

間違いがないということでありましたら、その後また、これについて議論できるかどうかについて、

順次、お諮りをしていきたいと思います。この点については以上でございます。特に、この点につ

いて御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

では、ここで特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、以上で民生常任委員会を散会とさせていただきます。 

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

散会 午後０時０３分 

 

 


