福祉民生常任委員会会議録
平成２４年２月９日

北

見

市

議

会

午後 １時２９分
〇（桜田委員長）

開

議

時の野付牛町には町立病院がなかったことから、町

ただいまから福祉民生常任委員

では議会とともに日本赤十字社に対し誘致活動を行

会を開会いたします。

い、町が土地、建物、ベッドなどを用意いたしまし

事務局より諸般の報告をいたさせます。
〇（辻

て北見赤十字病院の前身であります日本赤十字社北

局長） ご報告を申し上げます。

海道支部野付牛療院として開院をいただき、それ以

ただいまの出席委員数は８名、全員出席でありま

来、市立病院的な役割を担っていただいているとこ

す。

ろでございます。その後、昭和55年には地域センタ

以上であります。
〇（桜田委員長）

ー病院、平成４年には救命救急センターを開設する
本日は、各委員にご連絡してお

とともに、地方センター病院の指定、地域災害医療

りました案件に加えまして、保健福祉部より北見市

センター、小児救急医療支援病院、がん診療連携拠

立南保育園の民間移管について、留辺蘂自治区認可

点病院、地域医療支援病院、総合周産期母子医療セ

保育園（子育て相談センター）整備事業について及

ンターなどの指定や承認をいただき、市はもとより

び認可保育園の定員変更についての３件が追加とな

オホーツク圏の中核病院として当地域住民の生命を

っておりますので、よろしくお願いいたします。

守っていただいているところでございます。

また、昨日市長より北見赤十字病院改築事業にか

同病院は、今日に至り老朽化が著しく、また狭隘

かわる財政支援の考え方について、当委員会で説明

でもあり、近年の医療ニーズにこたえるためには改

したい旨の申し出がありましたので、議題の１番目

築する必要がございました。そういった中で、市で

の地域医療対策室からの報告に先立ち、まず市長に

はまちづくりを進めるための都市再生計画を策定し、

出席をいただいて考え方をお聞きし、その後委員の

市庁舎の改築とあわせて同病院の改築を計画に位置

皆様から質疑、ご意見を伺ってまいりたいと思いま

づけて支援することといたしたところでございます。

すので、よろしくお願いいたします。

平成22年２月には、北見市と同病院との間で旧庁舎

暫時休憩いたします。
午後 １時３０分

敷地の30年間の無償貸与と建設にかかわりまして必
休

憩

要となる費用の国庫補助金等を除いた事業費のおお
むね２分の１の額を支援することを覚書として締結

午後 １時３１分
〇（桜田委員長）

再

開

したところでございます。その後、本会議の建設に

休憩前に引き続き会議を開きま

かかわります決議や福祉民生常任委員会での議論な

す。

どを経て今日に至っているところでございます。

それでは、市長より北見赤十字病院改築事業にか

同病院では基本実施設計を終え、本年３月27日に

かわる財政支援の考え方についてお伺いしたいと思

開催されます日本赤十字社本社の理事会で同病院の

いますので、発言をお願いいたします。

改築事業が審議されることと聞いてございます。北

〇（小谷市長）

それでは、私から北見赤十字病院

見市といたしましては、この理事会で改築の決定を

改築事業に対する支援につきましてご説明をさせて

いただけるよう支援額を決定してまいりたいと考え

いただきたいと存じます。

ているところでございます。

私は、市民が安全で安心して生活を営み、このま

そのような中、一昨日の２月７日、オホーツク管

ちに住み続けていくためには、医療は重要な要素で

内の首長が集まりまして同病院改築事業の支援につ

あると考えており、地域の医療を守っていく上でも

きまして会議を持たせていただいたところでござい

行政の責務と考えてございます。昭和10年11月、当

ます。この会議では、同病院院長が説明し、その後
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質疑を行いましたが、地域医療確保のため町立病院

まで札幌市や旭川市に行かなければ受けることので

などに同病院から医者を派遣してほしいという要望

きなかった検査をこの病院でできることとなり、地

や、病院経営、診療実態など網走厚生病院を例に挙

域住民の皆様の負担が軽減されるものと考えている

げまして委員会設置の要望等があったところであり

ところでございます。このようなことから、ＰＥＴ

ます。病院院長につきましては、医師が不足してい

―ＣＴは今後医療政策を進めるに当たりまして当圏

る実態と今後状況が変化していくことの認識や外部

域には重要な最新機器であることを認識いたしまし

委員による委員会の設置を検討するとの答弁があっ

て支援を行いたいと判断したところであります。そ

たところでもあります。また、圏域の市町村に対し

のようなことから、既に実施しております基本実施

５億円の要請がありましたところから、同病院院長

設計費等を含めまして60億円を限度として補助して

が退席いただいた後、具体的な協議に入りまして、

まいりたいと考えており、このことにつきましては

同病院から要請のありました５億円につきまして、

第１回定例市議会にお諮りさせていただきたいと考

そのうち北見市が１億5,000万円、北見市以外の市

えているところでございます。

町村が３億5,000万円と話がなりまして、北見市以

私からは以上でございます。

外の市町村の負担額の内容については今後協議する

〇（桜田委員長）

ということで合意をいただいたところであります。

ございませんか。

私といたしましては、このようなことをもとに今

〇（熊谷委員）

ただいまの発言についてご質疑

まず、最後に市長が言われた60億

後市の補助金について判断させていただきたいと考

円を限度にということなのですけれども、これは要

えているところであります。改築事業の総額のうち、

するに当初構想に対する国等の補助金を除いた２分

補助対象事業費をもとに覚書に基づきます国の補助

の１の57億3,900万円と、それから事前に私どもが

金等を除いた額の２分の１の額を計算いたしますと

説明を受けている新たな事業として取り組む部分と、

約62億円余りになるところでありますが、さきの覚

それにさらにその１億5,000万円という考え方なの

書を締結した時点では、あくまで当初構想に基づく

でしょうか。要するに１億5,000万円、いわゆる５

ものと考えております。基本設計で示されたＰＥＴ

億円という中の北見市が負担すると言っている１億

―ＣＴ整備やヘリポート整備、救急ワークステーシ

5,000万円がどう含まれているのかというあたりに

ョン整備につきましては新たに取り組む事業として

ついて少しお聞かせください。

の覚書の条項によらないものと判断しており、当初

〇（小谷市長）

構想に対する事業費を覚書に基づく計算対象として

度といたしますが、当初の計画では57億円余りであ

その額を57億3,900万円としたところであります。

りましたけれども、それにプラスすること１億5,00

今申し上げたとおりに60億円を限

しかしながら、昨年市の住民団体等で組織をしま

0万円と、あわせてまたＰＥＴ―ＣＴ等にかかわり

すこんな病院にしたいプロジェクト実行委員会から

ます経費の一部を助成するという観点から、60億円

の答申や圏域市町村との意見交換によりまして、同

を限度にということで考えてございます。

病院が新たに取り組むこととなりましたＰＥＴ―Ｃ

〇（浦西委員）

Ｔ整備につきましては、近年のがん医療ではなくて

ては、これまでさまざまな議論がなされてきました。

はならない検査医療機器で、全道の３次医療圏では

新聞報道などで北見赤十字病院の改築概要も２月に

唯一当圏域だけが設置されていない状況であります。

入って明らかになりましたし、いよいよ支援のあり

ＰＥＴ―ＣＴを整備いたしますことでがんの早期発

方については詰めの段階に来ていると私は考えてお

見はもとより、がん治療後の再発や転移など、これ

ります。先ほど市長から北見赤十字病院の改築に向
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北見赤十字病院の改築事業につい

けて、計画当初に想定していなかった取り組みが市

っていますね。何が言いたいかというと、私は前回

民や関係機関の要望で盛り込まれたことを勘案して

の委員会で、管内の市町村長との協議をする中で北

支援額を60億円としたいという発言がありました。

見市がどういうスタンスでそれに臨むのかというこ

この金額は、当初の支援額57億3,900万円から約２

とも含めてきちんと示してくれということで説明を

億6,000万円ふえることになりますが、けさほどの

求めたのですけれども、その説明の中には５億円と

新聞報道にも吉田院長のインタビュー記事載ってお

いう話そのものがなかったのです。そこで伺いたい

りましたけれども、そういう内容を考えると市民の

のですけれども、あらかじめ市長は北見赤十字病院

皆さんにもここはご理解をいただきたいと私は考え

とそういうことを含めての話があって５億円という

るところです。この北見赤十字病院の改築事業につ

のを出したのか、それともそこの場で北見赤十字病

いて、私も過去の議会での議論などを調べてみまし

院から全体で５億円と言われたので、その中で当初

たが、北見市としての支援の考え方について議会で

見込んでいたのは北見市以外の市町村で３億5,000

も過去に説明されていたと思います。

万円ですから、そこの部分で市長がいわゆる政治判

そこで、基本的なところについて改めてお聞きし

断としてされたものなのか、それはどっちなのでし

ますけれども、今市長からも説明ありましたが、今

ょう。

回７日の町村会の総会で圏域市町村の支援額の方針

〇（小谷市長）

について合意がなされたと新聞報道にもありました。

字病院から管内の市町村に支援を要請された額であ

ここで発表された圏域市町村の支援額は、国庫補助

ります。そのうちの１億5,000万円については北見

金と同様な位置づけなのか、今市長が示した北見市

市が負担することについて私としては政治判断させ

としての支援想定額の外枠なのか、内枠なのか、そ

ていただいたところでありまして、それ以外の３億

このところをはっきりさせていただきたいと思いま

5,000万円については、私ども北見市を除いた２市1

すが。

5町村によって案分するということに今回の首長会

〇（小谷市長）

私といたしましては、今回の５億

５億円につきましては、北見赤十

議の中であらあらとして決まったわけでありまして、

円という金額につきましては国等の支援額と同等と

その配分方法については私どもではなくてその関係

考えているところでありまして、それを除いた２分

市町村によって決められると思っているところであ

の１以内については私ども北見市として負担してい

ります。

きたいという思いでおります。

〇（熊谷委員）

〇（熊谷委員）

ということは、57億円にプラス上

は、要するに北見市を除く管内市町村で３億5,000

乗せになるという考え方ですか。例えば57億円とい

万円という話だったのですけれども、その５億円と

うのは国等の補助金を除く２分の１という中にあり

いうのが北見赤十字病院側が突然持ち出したものな

ますね。後から触れますけれども、57億円という計

のですか、それとも事前にそういう話は全部市長は

算の仕方自体が、この支援の話が出た当初の計画か

聞いていたのですか。

ら大分違ってきているなと。というのは、あのとき

〇（小谷市長）

は道の補助金10億円、それから管内市町村からの３

出てきているわけではありません。以前に５億円と

億円というのも含めて国等の補助金ということで、

いう打診はありました。

それを引いてその半分ということだったのだけれど

〇（熊谷委員）

も、今回示されているものでいえば57億円というの

しくなりませんか。今までの説明は、国等の補助金

は国の補助金だけ除いたものの半分ということにな

を除く２分の１ということでの説明でしたね。そう
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私らが今まで聞かされていた説明

今回、一昨日に５億円というのが

だとすれば、今までの説明はおか

だとすれば、もちろん新規事業分もあるけれども、

思いますけれども、先ほど申し上げましたが、私と

基本は国等の補助金を除く２分の１と。国等の補助

いたしましては限度額を総額60億円という考えでご

金というのは、要するに見込んでいた分は最終的に

ざいまして、その中には今負担をしなければならな

は３億5,000万円という話ですけれども、当初は北

い１億5,000万円、それから新たにＰＥＴ―ＣＴ導

見市を除く市町村で３億円という話でしたね。何か

入にかかわる費用等も含めまして60億円という考え

そういうことからいって国等の補助金、北見市も含

方でいるところであります。

めて５億円だということになると、その分も今度２

〇（合田委員）

分の１の計算のときには引く話になるから、そもそ

えないと断言できるのですね。

も説明そのものが今までの説明と違ってきているの

〇（小谷市長）

ではないですか。

いう考えは持っておりません。

〇（桜田委員長）

暫時休憩いたします。

午後 １時４８分

休

そうすると、支援額は60億円を超

私どもとしては60億円を超えると

〇（桜田委員長）

憩

ほかにご質疑ございませんか。

せっかく市長がおられますが、財政支援の考え方
にかかわる質疑はこれで終了してよろしいですか。

午後 １時５１分
〇（桜田委員長）

再

開

〔何事か呼ぶ者あり〕

休憩前に引き続き会議を開きま

〇（桜田委員長）

す。

よろしいですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

市長の答弁を求めます。

〇（桜田委員長）

〔何事か呼ぶ者あり〕
〇（鑓水委員）

なければ、暫時休憩いたします。

午後

１時５４分

休

憩

午後

１時５４分

再

開

先に質問をさせてください。今質

疑が交わされましたけれども、当市のマックス60億
円という額の中に１億5,000万円が入っているのか、

〇（桜田委員長）

入っていないのか、そういう説明をしたほうがわか

す。

りいいのでないのかと思うのです。というのは、前

休憩前に引き続き会議を開きま

次に、改めまして地域医療対策室からの報告を議

回の委員会で北見赤十字病院の事業費の説明があり

題といたします。

ました。今説明あったようにヘリポートとかＰＥＴ

理事者の説明を求めます。

―ＣＴの事業費を含めますと16億4,700万円と。事

〇（五十嵐室長）

それでは、私から本年１月12日

業費ですよ。そのうちの２分の１ということは６億

に開催されました当委員会において、高橋委員から

8,200万円と。それを前段説明あった57億3,900万円

資料提出要求等のありましたことについて説明をさ

の根拠になった148億8,800万円の事業費プラスヘリ

せていただきます。

ポートとか今の６億8,000万円を足して計算すると6

まず、地元企業の競争入札の参加についてでござ

2億2,000万円ぐらいになると。それをマックス60億

いますけれども、日本赤十字社から文書での確認と

円にするという説明であれば、これは理にかなった

いうことでございましたが、同社からは現在入札執

説明でないかと思うのだけれども、今市長がもしか

行に関する要綱等を検討中であると。今後同社の理

して60億円プラス１億5,000万円なのだとなると少

事会でこの要綱が決定されることとなるということ

し受け入れがたいかとも思うので、そこら辺を明確

で、現時点での公表は差し控えたい旨回答があった

に説明していただきたいです。

ところでございます。なお、地元企業の競争入札参

〇（小谷市長）

加につきましては、さきの当委員会でご答弁いたし

私の説明に少し不足があったかと
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ましたが、前向きに検討していただいているという

ＰＥＴ―ＣＴは、全身を一度に検査し、がんの場所

感触を持っているところでございますので、ご理解

や周囲への広がりを高精度に確認でき、治療開始ま

をお願いしたいと思います。

での日数を短縮することが可能で、さらにがん専門

また、ＰＥＴ―ＣＴ整備など北見赤十字病院が新

医たちはＰＥＴ―ＣＴでがんの進行度を調べるとＣ

たに取り組む事業の詳細や道内市立病院の経営状況

ＴやＭＲＩで決定された進行度が修正されることも

につきましては担当主幹からご説明いたしますが、

あると述べられ、進行度の修正に伴い医療方針の再

今般、参考資料といたしまして北見赤十字病院の新

検討も行われます。また、がん治療後の経過観察で

病院整備計画概要を添付させていただいたところで

は再発や転移をできるだけ早く見つけることが重要

ありまして、この概要につきましての説明は省略さ

であり、ＰＥＴ―ＣＴは再発や転移の発見にも極め

せていただきますが、今月１日から同病院のホーム

て有効な手段とされております。

ページに掲載されていることを報告させていただき

次に、がん以外のその他の効果ですが、脳の検査

ます。

において、脳が正常に働くためには脳組織への十分

以上で私からの説明は終了させていただきます。
〇（徳田主幹）

な酸素が運ばれていなければなりません。脳のＰＥ

それでは、提出しております委員

Ｔ検査では、脳に十分に血液が流れ必要な酸素が運

会資料に基づきご説明いたします。

ばれているかどうかを確認でき、また、正常に働い

資料１ページをお開きください。ＰＥＴ―ＣＴに

ている脳はブドウ糖と酸素からエネルギーをつくっ

ついてですが、ＰＥＴ検査とは、ポジトロンという

ており、ＰＥＴ検査でブドウ糖や酸素の消費量を測

放射線を出す物質を含んだ薬を注射し、そこから出

定すると、脳が正常に働いていることが確認できま

る放射線をＰＥＴ装置で検出することによって薬の

す。ＰＥＴ検査において、さまざまな中枢神経系の

体内分布を画像化して病気を診断する検査法で、生

病気の診断が正確に行われるようになり、早期発見、

体機能の働きを画像化するものです。一方、エック

早期治療、最適な治療方法の選択、治療効果の評価

ス線ＣＴは体の外からエックス線を当てて通り抜け

に役立つことにもなります。

たエックス線を測定し、エックス線の影、すなわち

次に、オホーツク医療圏域におけるがんの状況で

臓器の形を画像化する検査です。ＰＥＴ―ＣＴ装置

すが、がんの現状として、道内においてはがんは昭

は、ＰＥＴとエックス線ＣＴを連結した装置で、薬

和52年より死因の第１位となっており、平成18年に

の投与後にＰＥＴ画像とエックス線ＣＴ画像を撮影

は死亡者数全体の32.1％を占め、人口10万対の死亡

します。ＰＥＴで働きを、エックス線ＣＴで形を画

率では286.1人となっております。北網圏にあって

像化し、両者を組み合わせた情報が得られる最新鋭

は、平成18年に713人ががんで死亡し、死亡者全体

の検査装置です。

の32.9％を占めており、北海道全体の数値とほぼ等

次に、ＰＥＴ―ＣＴ施設の導入状況ですが、全国

しくなっていますが、人口10万対の死亡率では296.

で214施設、道内では13施設に導入されていますが、

2人となり、全道の死亡率286.1人とともに全国の26

道内３次医療圏域においてはオホーツク圏域のみが

1.0人を上回っております。がんは、加齢により発

未設置の状況にあります。

症リスクが高まりますが、今後ますます高齢化が進

次に、ＰＥＴ―ＣＴ検査とがん診療についてです

行することを踏まえると、その死亡数も増加してい

が、ＰＥＴ―ＣＴはがんの患者さんにとって多くの

くことが推測されます。

メリットがありますが、適切な治療を選ぶにはリン

がん予防の早期発見として、がんの原因はさまざ

パ節やほかの臓器への転移を調べる必要があります。
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まなものがありますが、平成20年度に北海道がん対

策推進計画を策定し、がん対策を総合的かつ計画的

重要であります。

に推進することとなりました。オホーツク圏域にお

次に、ヘリポートを整備している道内の医療施設

いては、がん予防を含めた健康づくりの取り組みを

の状況ですが、救命救急センター11施設中、整備済

推進するとともに、がん対策実施要綱や禁煙支援実

み８施設、救命救急センター以外の施設、整備済み

施要綱等を策定し、がん予防に向けた普及啓発を行

２施設で、救命救急センターとして指定された医療

っており、平成18年における市町村事業によるがん

施設でヘリポートの整備されていない施設は北見赤

検診の受診率は、市町ごとにばらつきがあるものの

十字病院、札幌市の北海道医療センター、帯広厚生

北網圏域全体としては全道の受診率を下回っており

病院となっております。

ます。

次に、ドクターヘリ、消防防災ヘリの利用状況で

北見赤十字病院の取り組みとして、北見赤十字病

すが、各５カ年の利用実績につきましては表のとお

院はオホーツク圏域における地域がん診療連携拠点

りとなっております。

病院として平成17年１月に指定され、がん医療従事

次に、北見赤十字病院のヘリコプターによる患者

者に対する研修や患者等に対する情報提供、相談支

搬送の現状ですが、ドクターヘリ、防災ヘリでの北

援等を行っており、病診連携地域ネットワークシス

見赤十字病院からの転院搬送による出動要請は、平

テム、病院連携システムの運用により連携医療機関

成19年度は５件、平成20年度はゼロ件、平成21年度

との診察、検査予約業務の効率化、医療情報の共有

は２件、平成22年度は９件となっており、特に道

化を図り、病病・病診連携を推進しております。ま

北・道東ドクターヘリの運航が始まったころから要

た、緩和ケアチームががん患者に対して疼痛などの

請件数は増加傾向にあります。

症状緩和を図るなどの活動を行っており、がん専門

次に、ヘリポート整備の必要性ですが、救急医療

看護師やホスピスケア認定看護師、がん薬物療法専

対策事業実施要綱では救命救急センターの施設はヘ

門薬剤師等が専門知識や技術を患者や家族やがん医

リポートを整備することが求められております。災

療従事者に対し提供しております。

害拠点病院指定要件にも近接地にヘリポートが確保

次に、ＰＥＴ―ＣＴ導入と今後の取り組みですが、

できることとなっており、また病院敷地内にヘリコ

北見赤十字病院はオホーツク圏域で唯一の地域がん

プターの離着陸場を有することとして、飛行場外離

診療連携拠点病院として北海道から指定を受け、平

着陸場の基準を満たす航空法による非公共用ヘリポ

成24年度からは緩和医療科を新設し、専門スタッフ

ートがよいとされております。オホーツクという広

の充実や体制強化に努めており、またオホーツク圏

い３次医療圏において唯一の救命救急センターであ

域におけるがん死亡率の低減を図るためには、がん

る北見赤十字病院にヘリコプターを活用した患者搬

の予防や検診受診率の向上を図ると同時に早期発見

送を行う際、救命救急センターに直結したヘリポー

の診断が重要となります。北見赤十字病院改築事業

トに直送することで、患者搬送をより効率的かつ安

では、ＰＥＴ―ＣＴを２台導入する予定となってお

全に行うことが可能であり、救命率が確実に上がり

ります。以下、ＰＥＴ―ＣＴ棟の施設概要として配

ます。北見赤十字病院にヘリポートを設置すること

置図、平面図等を載せております。

で、道北ドクターヘリ、防災ヘリが円滑かつ安全に

次に、７ページをお開きください。ヘリポートの

患者搬送を行える環境を整えることができます。以

整備についてですが、面積が広大で医療資源の偏在

下、平面計画図、設備計画図を載せております。

が著しい北海道において、救命救急体制の確保及び

次に、11ページをごらんください。救急ワークス

より迅速な救急搬送体制の整備に努めていくことは

テーションについてですが、救急ワークステーショ
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ンは救急隊員が病院実習を行いながら重症事案に医

発生する総収益から総費用の差し引きが純損失とな

師をドクターカーに同乗させて救急現場に出動し、

りまして、真ん中の表の右側の平均の列になります

高度救命処置を行う方式のセンター機能を有する拠

が、その純損失平均額は２億5,244万3,000円で、総

点で、救急隊員の資質向上と患者の救命率の向上を

収益の医業収益、医業外収益及び特別利益の中には

目的としております。今後、救急救命士の役割はま

一般会計からの負担金及び補助金等９億2,523万1,0

すます重要となり、プレホスピタルケアにおける医

00円が含まれております。また、損益計算書におい

療の質を確保していく上からも、訓練、研修、実習

て地方公営企業法の適用年度当初から平成21年度決

施設をオホーツク地域において充実していく必要が

算までの各市立病院会計累積欠損金は、平均で59億

あります。

9,495万1,000円となっております。病院事業建設等

次に、北見赤十字病院に整備することによるメリ

に係る建物及び附属設備等に要する経費の企業債残

ットですが、高度化する救急業務に対応するための

高は、各市平均で109億3,837万3,000円となってお

生涯学習体制の確立が可能となる。心肺停止症例を

ります。直近の市立病院建設事業費につきましては、

初めとした一定の救急事案が生じた場合、医師同乗

資料下段の左側に載せてございますので、ごらんく

で現場へ出動し、救急活動が実現され、より高度な

ださい。

診断、処置、治療等が早期から開始でき救命率向上

なお、北海道で災害発生時救急医療の拠点となる

につながる。救急出動の待機中には、病院研修を兼

災害拠点病院は本表の13病院中、苫小牧市立及び江

ねた当病院内における各種実習等を行うことが可能

別市立病院を除く11市立病院が指定されております。

となり、救急隊員の知識、技術の向上を目的とした

また、北見赤十字病院は平成９年にオホーツク圏の

教育の拠点の充実につながることから、市民の救命、

災害拠点病院に指定されており、今回の改築計画で

安心のための重要な研修施設となる。管内の救急救

は病床数532床、診療科19科を有することとしてお

命士を対象とした教育研修の場となり、管内全体の

ります。

救急救命士のスキルアップ、技術の平準化につなが

以上で説明を終わらせていただきます。

ることが挙げられます。以下、施設概要を載せてお

〇（桜田委員長）

ります。

質疑のある方は発言を願います。

以上で説明を終わらせていただきます。
〇（林

理事者からの説明が了しました。

主幹）

〇（熊谷委員）

ＰＥＴ―ＣＴについて少し伺いた

それでは次に、道内各市立病院の

いのですけれども、これはＰＥＴ―ＣＴを入れてほ

経営状況について、提出しております委員会資料に

しいという市民の声も結構大きかったとは思います

基づきましてご説明させていただきます。

し、北見赤十字病院でもいろいろ大変だけれども、

資料16ページをお開きください。今回、北見赤十

入れようということであったと思うのですが、ただ、

字病院改築事業を踏まえまして、病床数が近い公設

具体的には一定の患者数がないと採算がとれず大変

公営の中から各市立病院で有床数300床以上の経営

な赤字が出かねないものですので、２台入れるとい

状況について、毎年北海道が発表します北海道総合

う話も聞いていますけれども、１つはどれぐらいの

政策部地域行政局市町村課監修の平成21年度地方公

利用を見込んでいるのかということ。

営企業決算状況調の資料に基づきまして作成した資

それから、新規事業の中ではＰＥＴ―ＣＴが14億

料の内容となっております。この資料によりご説明

幾らになっていましたけれども、例えば機械を入れ

させていただきます。

るのにこれぐらいなどの具体的な内訳、それから、

資料にあります、13市立病院における各単年度に

聞くところによるとサイクロトロンなんかも結構お
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金がかかるような話も聞いていますので、そういう

例えば年間通してほぼ満度に使うという想定なのか。

のを少し明らかにしていただければと思います。

要するにどれぐらいの利用を見込んでいるのか。２

〇（徳田主幹）

熊谷委員のご質問にお答えいたし

台入れるわけでしょう。だから、その辺の見込みを

ます。北見赤十字病院では、ご指摘のとおり２台の

どう押さえているのか。確かにこの間も説明聞いた

ＰＥＴ―ＣＴを入れる予定にしております。１台に

ら、ＰＥＴ用放射線薬剤が１回使うとたくさん出て

つきましては、聞いたお話では１日について６人程

しまうから、１台だけだったら余してしまって捨て

度を予定しているということでございます。２台入

るようになってしまい、非常にもったいないと。そ

れますと最大12人程度とお聞きしております。

して２台だというのだけれども、問題は、１日最大

あと、ＰＥＴ―ＣＴの関連する予算についてです

12人というけれども、本当に２台入れて、その後き

が、合計13億8,300万円、そのうち建屋といたしま

ちんと運営していける見込み、見通しを持っている

して５億100万円、ＰＥＴ―ＣＴ２台分としまして

のかということをお聞きしたいのですが。

５億8,200万円、附帯設備、備品等で３億円となっ

〇（五十嵐室長）

ております。

るご質問でございますけれども、先ほど２台12人と

以上でございます。
〇（鑓水委員）

熊谷委員のＰＥＴ―ＣＴに関す

いうことで採算とれるのかというお話でございます。

救急ワークステーションのことに

ここで少しご説明申し上げますと、体内に入れる核

ついて伺います。この救急隊員というのは、法的な

物質は２時間あるいは３時間程度しかもたないとい

消防機関に配属されている救急救命士等が対象にな

うことで、一度にできる量で２台分できるというお

るのかという確認が１つです。あと、民間の救急救

話は伺っております。そうすれば、１台ですと１回

命士の資格の中に１年に実習研修とか、そういう義

使って検査に入ったら、もう半分余っているのがだ

務が課せられているのかどうか、その点を伺いたい

めになる可能性があるということで、そこでつくっ

のです。

てしまったけれども廃棄してしまうので採算がとれ

〇（桜田委員長）

暫時休憩いたします。

午後 ２時１４分

休

なくなると伺っております。今度２台になりますと、

憩

２つに同時に使える、つくった核物質が捨てること
なく使えていけるので効率がいいというお話を伺っ

午後 ２時１５分
〇（桜田委員長）

再

開

ており、想定は12名ということですけれども、その

休憩前に引き続き会議を開きま

中で採算がとれるかというのはまだ伺っていないと

す。

ころでございますので、ご理解していただきたいと

理事者の答弁を求めます。
〇（徳田主幹）

思います。

鑓水委員のご質問にお答えいたし

〇（熊谷委員）

前の委員会でも出されていたと思

ます。現在、民間の救急救命士については想定して

うのですけれども、この後のランニングコストにつ

おりません。管内の消防組合に所属する救急救命士

いては、例えば特に赤字が出たからということで市

の養成と訓練を予定しております。あと、聞いたお

に求められることはないと。改めて確認しておきた

話ですが、２年間で128時間の研修が義務づけられ

いのですが。

ていると伺っております。

〇（五十嵐室長）

以上でございます。
〇（熊谷委員）

現在のところ12名の検査で採算

とれると思うのですけれども、それをやっていきた

先ほど質問した中身は、２台です

いというお話していますので、赤字が生じた場合の

から１日最大12人可能だということですけれども、

話はしておりませんが、ランニングコストについて
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は市には求めないというお話を伺っているところで

ございます。保育課では、北見市立南保育園の民間

ございます。

移管についてでございますが、これまで保護者と協

以上でございます。
〇（桜田委員長）

議を重ねてまいりましたが、今般保護者と民間移管

ほかにご質疑ございませんか。

への協議が調いましたことから、今後移管先でござ

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（桜田委員長）

います社会福祉法人の公募を行い、移管先法人を決

なければ、以上で地域医療対策

定し、平成25年４月より社会福祉法人による保育園

室からの報告を了します。

運営を予定するものでございます。

暫時休憩いたします。
午後 ２時１９分

次に、留辺蘂自治区の子育て相談センターについ
休

憩

てでございますが、留辺蘂自治区の未就学児童の減
少に伴い、市立さかえ保育園の現園舎の保育スペー

午後 ２時２１分
〇（桜田委員長）

再

開

スの一部を改修し、子育て相談センターを設置する

休憩前に引き続き会議を開きま

ものでございます。

す。

次に、認可保育園の定員変更についてであります

次に、保健福祉部からの報告６件を議題といたし

が、認可保育園での未満児の待機児童数がふえてき

ます。

ていることから、北見自治区内の認可保育園の定員

理事者の説明を求めます。
〇（藤澤部長）

数を変更するものでございます。

それでは、私から保健福祉部所管

詳細につきましては担当課長、担当主幹よりご説

の報告事項につきまして、その概要について補足説

明させていただきますので、よろしくお願いいたし

明をさせていただきます。

ます。

初めに、社会福祉課では、高齢者・障がい者の無

〇（梅田課長）

それでは、私から高齢者等のバス

料バス乗車証の通用期間が本年３月31日までで期限

料金助成事業の継続実施と知的障がい者の生活実態

を迎えることから、本事業を継続して実施しようと

調査について、資料に沿ってご説明させていただき

するものでございます。

ます。

次に、今般札幌市において知的障がいのある方と

まず、資料１ページをごらんください。高齢者等

そのお姉さんが孤立した状況で死亡するという痛ま

のバス料金助成事業の継続についてでございます。

しい事例が発生したところでございます。市といた

（１）、事業の変更点でありますが、この事業はご

しましては、今回の事例を踏まえ、障がいのある方

存じのとおり平成21年10月から全市に通用範囲を広

の実態把握に努め、要援護者を地域で支える体制の

げ現在に至っているところでございますけれども、

強化により一層取り組んでまいりたいと考えてござ

バス乗車証の通用期間が本年３月31日までとなって

います。

いることから、これを平成27年３月31日まで延長し、

次に、介護福祉課では、第５期北見市高齢者保健

当該事業を継続実施しようとするものでございます。

福祉計画・介護保険事業計画案が２月２日の介護保

なお、このことについては（２）に記載のとおり、

険事業計画策定委員会で計画素案の審議を終え、６

３事業者と合意済みでございます。

日に北見市に答申されたところでございます。本日

また、（３）、更新手続の日程でございますが、

は、介護給付費の見込み量、保険料段階、保険料に

事業の対象者約３万1,200人に対し個別にご案内と

つきましてご説明させていただきます。

申請書をお送りし、資料に記載のとおり、３月14日

次に、追加させていただきました案件についてで

からそれぞれの自治区会場にて集中的に受け付け及
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び交付の手続を行うこととしてございます。なお、

〇（大栄課長）

集中受け付け期間後におきましては、これまでどお

祉計画・介護保険事業計画案についてご説明いたし

り社会福祉課を初め各総合支所、支所・出張所など

ます。

で随時受け付けを行うことになっております。

私から第５期北見市高齢者保健福

本計画の内容については、１月12日の本委員会に

次に、資料２ページをお開きください。知的障が

て説明、報告させていただきましたが、その後１月

い者の生活実態調査でございますが、（１）、調査

13日から27日までの15日間、意見募集、パブリック

の趣旨について、北見市ではこれまでもさまざまな

コメントを実施し、２月２日の介護保険事業計画策

機会を通じ、地域における見守りや相談体制の充実

定等委員会で本計画の審議を終え、６日に北見市に

に取り組んできましたが、今般札幌市において福祉

答申をされたところであります。

的な支援を要すると同時に孤立した状況で死亡する

それでは、委員会資料に基づいて給付費見込み量

という痛ましい事例が発生したところであります。

について説明いたします。委員会資料４ページをお

こうした中、北海道から地域支え合い体制の推進に

開きください。介護給付費の見込み量については、

ついて通知のあったところでございますが、市とい

第４期実績見込みから比較しますと約45億円増加し

たしましては、庁内関係部局と情報の共有を図り、

ております。増加の要因として、高齢者人口の増加

面談を基本とした生活のしづらさなどの実態調査を

に伴う要介護認定者数の増加、サービス提供事業所

直ちに実施すべく準備を開始したところであります

の増加などにより給付費が伸びております。また、

ので、調査の対象及びその方法についてご報告させ

介護報酬改定案が１月25日に公表され、改定率が1.

ていただきます。

2％増となったところであります。

（２）、調査の対象ですが、療育手帳を持つ1,15

次に、委員会資料５ページをお開きください。保

1人のうち障がい福祉サービスの申請がない方373人

険料段階は、第３期の６段階、第４期においては、

の相談記録や家族構成などを調べ、まず単身の方が

税制改正の影響を受けた方に対する激変緩和措置が

私ども行政あるいは地域と接点があるかどうか保健

平成20年度で終了することにより政令改正がなされ、

福祉部内の情報を集約し、優先度を見定めながら先

準第４段階を設けております。第５期においては、

行して調査に伺うことを考えてございます。

低所得者対策として準第３段階を設定することで細

次に、資料３ページ、（３）、調査の方法ですが、

分化を行い負担軽減を図り、また高所得者の応能負

基本的には市職員が２人１組で訪問し、聞き取りを

担のため第８段階を新たに設け、保険料段階を10段

行いながら支援に結びつける、もしくは相談窓口を

階と考えております。また、保険料については、第

紹介するなどの声かけを行ってまいりたいと考えて

３期は介護給付費準備基金の取り崩しにより据え置

おります。また、今後の対応でございますが、相談

き、第４期は残っていた介護給付費準備基金の取り

支援事業所による継続的な訪問調査、地域包括支援

崩し及び介護従事者処遇改善臨時特例交付金により

センターによる見守り、さらには民生委員による日

228円の減額を行っております。第５期については、

常的な訪問活動などプライバシー保護の観点やさま

給付費見込みより基準月額が5,299円と見込みまし

ざまな当事者の事情にも配慮しながら、行政やご近

たが、財政安定化基金の取り崩しにより5,236円と

所、地域がよりきめ細かく連携し、今回のような痛

なると見込まれます。今後保険料段階、保険料につ

ましい孤立死が起きないよう、その仕組みづくりに

いての介護保険条例の改正案を第１回定例会に提案

努めてまいります。

し、ご審議いただく予定となっております。

私からは以上でございます。

以上、北見市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
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計画案の説明及び報告を終わらせていただきます。
〇（三樹課長）

それでは、私からお手元に配付さ

１、移管する保育園、（１）から（４）まで掲載
のとおりでございます。

せていただいております委員会追加資料に基づきま

２、移管及び開園年月日、平成25年４月１日予定。

してご説明させていただきます。

３、移管の方法、移管先予定の社会福祉法人は、

委員会資料は１ページから８ページでございます。

現在通園中の保護者に対し移管後の保育について理

まず、１番目、北見市立南保育園の民間移管につい

解を得られるよう努め、南保育園に係る条例改正等

てでございます。経過説明でございますが、北見市

の議決後、南保育園の移管に係る受託法人として、

立南保育園につきましては、平成16年の社会福祉審

既存施設及び備品について北見市と無償譲渡契約を

議会にて保育環境整備の今後のあり方の諮問を受け、

締結し、既存施設において保育園を運営するものと

公立保育園である光西保育園、南保育園の２園を民

する。なお、同社会福祉法人は北見市が用意する土

営化すべきとの答申が出されまして、当時の保護者

地に新たに保育園を建設するものとし、保育園用地

の皆様と民間移管の協議を進めた結果、光西保育園

については使用貸借契約を締結し当分の間無償貸与

が平成20年４月より社会福祉法人北見福祉会による

とする。

運営となりました。この間、平成19年３月に策定さ

４、応募資格、（１）、社会福祉法第22条の規定

れました保育計画におきましても、整備計画、運営

に基づき設立された社会福祉法人で、現に北見市内

方法において民間移管に向けた保護者協議を進める

において保育園を経営している法人であること。

となっております。光西保育園民間移管後、本来で

（２）、児童福祉の理念・公共性を持ち、北見市の

あれば南保育園が民間移管の順番となっておりまし

保育行政をよく理解し、積極的に協力する法人であ

たが、相内地区の地域複合公共施設整備に伴い、相

ること。

内保育園が公設民営という形で改築されまして、平

５、移管の条件、南保育園の移管に当っての諸条

成21年４月より指定管理者制度により運営が開始さ

件についてのとおり。これは３ページより説明いた

れてきているところでございます。このことから、

します。

南保育園の民間移管協議についてはおくれまして、

６、選考方法、（１）、応募が２件以上の場合に

平成22年度より保護者協議を改めて開始してきたと

選考します。（１件の場合は再募集をいたしま

ころでございます。十数回にわたる協議の結果、昨

す。）２ページへ移ります。（２）、移管先予定の

年12月に民間移管に係る保護者協議が調いましたこ

社会福祉法人の決定は、北見市受託法人選定委員会

とから、平成24年度より新法人による南保育園の引

設置要綱に基づき、北見市受託法人選定委員会にお

き継ぎ保育を実施し、平成25年度より新法人による

いて審査の上、選考する。（３）、選考に当たって

運営を開始したいと考えております。

は書類選考後、理事長及び施設長の保育に関する考

資料１ページをごらんください。北見市立南保育

え方等についてのヒアリングと、貴保育園の見学を

園の移管に係る社会福祉法人の募集要領案でござい

させていただくこともあります。（４）、選定結果

ます。以下、要領を読み上げます。

については、応募した法人に書面をもって通知する。

北見市立南保育園の移管予定先の社会福祉法人を
募集します。北見市では、女性の社会参加等に伴い、

（５）、（２）の法人は、南保育園の移管に係る議
会の議決をもって、受託法人とする。

低年齢児の保育園入園増加に対応した待機児童を出

７、申請書類等の提出、（１）の①から⑬までと

さないための定員拡大と老朽化した保育園の施設整

なっております。内容については省略いたします。

備を図るため社会福祉法人を次により募集します。

（２）、申込方法及び期間、①、郵送での応募受付
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はいたしません。責任者が北見市役所保健福祉部子

30分までとする。②、日曜日、国民の祝日に関する

育て支援推進室保育課まで持参してください。②、

法律に規定する休日、12月31日から翌年の１月５日

申込期間、平成24年２月14日から平成24年２月27日

以外は休園しないこと。（３）、特別保育事業の実

まで。

施、①、乳児保育を実施すること。②、延長保育を

８、その他、（１）、現地施設をよく確認してく

実施すること。４ページに移ります。③、障がい児

ださい。また、移管する保育園を視察されるときは

保育を実施すること。④、病後児保育事業を実施す

事前に連絡してください。（２）、応募に係る申請

ること。（４）、費用負担、３歳以上児の主食代、

書類等については、原則お返しできません。

延長保育料等、本市があらかじめ認めた費用負担以

３ページ目に移ります。南保育園の移管に当って

外の費用については、原則として保護者に負担を求

の諸条件でございます。１、運営全般、（１）、受

めないこと。ただし、新たに保護者に費用を求める

託法人みずからが運営する認可保育園として設置、

場合は、事前に市及び保護者と協議し、了承を受け

管理すること。（２）、北見市が用意する土地に90

ること。（５）、保育所保育指針を基本とし、子ど

名定員の保育園舎を指定期日までに建設すること。

も本来の発達・育ちを重視し保護者の理解と協力を

ただし、費用の負担については北見市民間社会福祉

得ながら、子どもの立場に立った保育を実施すると

施設整備費補助金交付要綱に基づき補助する。注釈

ともに、移管前の保育園で実施している保育並びに

は省略いたします。（３）、移管を受けた建物等は、

行事等を継承すること。（６）、施設の地域開放を

保育園以外の目的に使用しないこと。（４）、移管

実施すること。（７）、保育相談を実施すること。

を受けた建物については所有権登記後、直ちに受託

３、職員等、（１）、施設長の資格は社会福祉法

法人の基本財産に編入すること。（５）、移管を受

人の経営する社会福祉施設の長についてに該当する

けた建物等については担保に供さないこと。（６）、

者で、児童福祉施設最低基準第14条に規定する帳簿

移管を受けた建物や敷地内では政治的活動をしない

を整備する能力を有すると認められ、保育園に２年

こと。（７）、（２）の保育園舎が完成後速やかに

以上の勤務経験があり、保育士資格者が望ましいも

転居し、転居した後の保育園舎は解体するとともに

のであること。（２）、当該保育園に勤務する職員

土地を更地に戻し市に返還すること。（８）、受託

配置については、市立保育園の配置基準に準ずるも

法人は既設の保育園を廃園しないこと。（９）、保

のであること。また、当該保育園に勤務する保育士

護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事は

の年齢に偏りなく各年代の年齢構成に十分配慮し、

行わないこと。ただし、クリスマスやひな祭り等の

20年以上の経験を有する者１名を配置の上、保育士

一般的な行事まで規制するものではない。（10）、

の経験年数の平均が10年程度となるよう配慮するこ

苦情解決の仕組みの整備、社会福祉事業の経営者に

と。次に、市立保育園の配置基準ということで表に

よる福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針

あらわしております。次に、正規職員の配置、園長、

についてに基づき、苦情解決責任者、苦情受付担当

主任保育士、クラス担当保育士、調理員、特別保育

者及び第三者委員を設置し苦情への適切な対応を図

事業の主担当保育士１名は正規職員とすること。

ること。

（３）、病後児保育においては、看護師等を配置す

２、保育内容、次の内容を最低条件として実施す

ること。（４）、自園調理方式を採用して調理員１

ること。（１）、保育園の定員、移管した後の施設

名以上を常時雇用するとともに、食数に応じて必要

整備を終えてから90名とする。（２）、保育時間及

な調理員を配置すること。５ページに移ります。

び休日、①、保育時間は午前７時30分から午後６時

（５）、園長、保育士及び調理員については、北見
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市が開催する園長会議及び研修などに参加させると

ことから、現在北見自治区にございます幼保連携型

ともに、北海道保育協議会等が行う研修に参加させ、

認定こども園ステージ・こどもの国の定員数を新年

保育士等の研修意欲を高め質の高い保育を目指すこ

度より15名から20名に変更を予定しております。

と。

（２）、北見自治区内法人立保育園のうち北進保育

４、その他、（１）、移管先予定の社会福祉法人

園、北光保育園、光西保育園、みわ保育園につきま

は、市と協議し速やかに保護者との説明会を開催し、

しては、米印の保育園の入所の円滑化についての国

現在の南保育園の運営方針、保育目標、保育内容及

の通達に基づきまして、入園児数が定員に対して２

び行事等と現在実施している貴法人の保育園のこれ

年間平均120％を超える入園率でありますことから、

らの計画について提示し、保育内容を継承した保育

４月より各定員90名を10名増の100名定員に変更す

運営に当たって、保護者から意見・要望を十分聞き、

る予定でございます。

理解が得られるよう責任をもって対応すること。

私からは以上で説明を終わります。ご審議のほど

（２）、児童福祉関係機関との連携・協力に努める

よろしくお願い申し上げます。

こと。（３）、保育内容等情報の開示に努めること。

〇（市川主幹）

（４）、保育園の運営に当たり、法令等を遵守し、

治区認可保育園（子育て相談センター）整備事業に

適切な運営に努めること。（５）、移管する時の保

ついてご説明をさせていただきます。

引き続き、私から２番の留辺蘂自

育の引継は、保護者と協議の上決定した期間必要な

同じく資料７ページをごらんください。（１）、

保育士を配置する。（６）、三者懇談会の開催、受

整備計画検討経過等でありますが、①の経過といた

託法人は、移管後においても当該保育園の保護者、

しまして、これまで留辺蘂自治区の市立保育園は温

受託法人及び市からなる三者懇談会を開催し、保育

根湯温泉保育園、さかえ保育園、あさひ保育園の３

内容の継承等について意見交換すること。（７）、

園でありましたが、あさひ保育園の園児数の急激な

移管後、保護者の活動を積極的に推進し、意見を反

減少により、あさひ保育園とさかえ保育園は平成22

映した保育運営を行うこと。（８）、地域行事等に

年４月に統廃合され、現在は温根湯温泉地域と留辺

積極的に参加、交流を図り、地域住人に親しまれる

蘂地域に各１園が設置されております。また、今後

保育園を目指すこと。（９）、その他、市と締結す

の留辺蘂地域の未就学児童数は横ばいか、わずかな

る各契約事項については、誠実に履行すること。

減少と想定されまして、地域の少子・高齢化により

次に、６ページをごらんください。南保育園の民

子育て家庭の一層の孤立化や子育て不安が懸念され

間移管の今後のスケジュールでございます。先ほど

る中、子育て相談センター事業が実施されていない

お話いたしました公募終了後、３月上旬の選定委員

留辺蘂自治区への子育て支援事業の充実が求められ

会を経まして受託法人を決定し、議会報告後、平成

ております。このことから、従前のさかえ保育園施

24年４月１日より新法人からの派遣保育士による南

設整備実施計画を地域と協議を重ね再検討し、さか

保育園の引き継ぎ保育を実施いたしまして、平成25

え保育園の定員を現在の80名から利用実態に合わせ

年１月より園児募集、平成25年３月、条例改正、平

た50名に見直し、保育スペースの一部を子育て相談

成25年４月より受託法人による運営開始と考えてお

センターとして使用するとともに、専用玄関や駐車

りますので、よろしくお願いいたします。

場などの整備を行い、子育て支援拠点施設として機

次に、８ページをごらんください。３番の認可保

能の充実を早期に図ることといたしました。

育園の定員変更についてでございます。（１）、本

②、地域協議といたしましては、保護者へのアン

年度認可保育園の未満児の待機児童が急増している

ケート調査をもとに、さかえ保育園父母の会と協議
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し、了承されております。

〇（鑓水委員）

高齢者福祉に基づく介護保険事業

③、留辺蘂自治区まちづくり協議会では、計画変

の改定された保険料の保険料収入というのは、例え

更についての諮問を行い、園児数の急激な減少によ

ば平成24年の試算で幾らぐらいに推計されているの

る保育園の統合が実施されるなど保育園整備にかか

か教えてください。

わる状況が大きく変わっている中、子育てに不安の

〇（熊谷委員）

ある保護者の子育て相談など、多様化する父母の要

継続をするということで新たな手続が必要ですとい

望に対応する自治区の子育て支援の拠点施設の設置

うことなのですけれども、合併の前だったかと思う

が急務であることから、現在の保育園施設を活用し、

のですが、いっときこの更新のときに１カ所ではな

早期に支援センターを設置すべきと考えるなどの答

くて何カ所かで手続できるというのがたしかあった

申を受けたところでございます。

と思うのですけれども、そういう便宜を図る予定と

次に、（２）、さかえ保育園施設状況ですが、記

まず、バス事業について、これは

いうのはないのでしょうかというのが１つ。

載のとおりです。

それから、あとは意見なのですけれども、知的障

次に、（３）、子育て相談センター開設準備であ

がい者の生活実態調査について、これは確かに札幌

りますが、平成24年10月中の開設を目指し、施設整

市でのああいう痛ましい事件があったわけですけれ

備や関係機関等と連携し、開設準備を進めてまいり

ども、よくよく聞きますと札幌市のあの姉妹につい

ます。

ても、実は役所の保護課に３回通っていたのだそう

次に、（４）、留辺蘂マリア幼稚園、認定こども

です。いろいろ聞き取りをやって、例えば家賃がた

園でございます。現在認定こども園の幼稚園型で運

まっているだとか、ライフラインがとまっているだ

営されておりますが、さかえ保育園の定員を減員す

とかというのはきちんと記録として残っているのだ

ることで平成24年度より認可定員20名の幼保連携型

そうです。それでも本人の申請意思が示されなかっ

に移行し、幼保連携型認定こども園の推進を図るも

たため、そのまま申請手続をしないで帰ってしまっ

のです。なお、さかえ保育園の定員変更につきまし

ているということが、結局ああいう悲惨な痛ましい

ては、第１回定例市議会に条例改正議案として提出

事故につながっているという話を聞いたものですか

する予定でございます。

ら、そういう点についてぜひお願いしたいのは、も

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしく

ちろんそんなことはしないだろうとは思うのですけ

お願い申し上げます。

れども、調査の段階でそういう実態がわかったら、

〇（桜田委員長）

やはりその調査を受けて、それからいろいろな仕組

説明が了しました。

議案が追加案件も含めて６件と多いことから、前

みを考えるということではなくて、打てる手を随時

半と後半に分離して質疑をいただきたいと思います

調査しながらも打っていくというような取り組みを

が、よろしいでしょうか。

ぜひしていただきたいということを要望しておきた

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇（桜田委員長）

いと思います。

それでは、前半の３つ、高齢

〇（浦西委員）

知的障がい者の生活実態調査につ

者・障がい者バス料金助成事業の継続実施について、

いてですけれども、今ご説明を聞く限り調査の対象

知的障がい者の生活実態調査について、第５北見市

については①のロの未決定者373人、その人たちを

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案について

優先して調査すべき人を選択するということでお話

を議題といたします。

がありました。優先して調査すべき人を選択という

質疑のある方は発言願います。

ことでは、373人すべてを調査するということでは
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ないのかどうなのか、その辺のところをお聞きした

設定しまして、その集中期間終わりますと、その後

いということと、この373人というのはそれぞれ４

は社会福祉課あるいは総合支所、支所、出張所で毎

自治区あるとしたら自治区ごとにどういう人数構成

日随時受け付けるような体制をとってございます。

なのか。

次に、浦西委員から今回の生活実態調査について

それと、調査の方法について、２人１組で訪問し

ご質問をいただきました。まず、373人全員を調査

て生活のしづらさや悩みの聞き取りを行いますと書

するのかということでございます。既に373人、内

いてあります。先ほど説明の中でも行政と近隣に暮

部調査を開始してございまして、既に絞り込みがあ

らす方、連携してそういう仕組みづくりに努めてま

る程度できてございますが、373人のうち実は既に

いりますということで言っておりましたけれども、

北見市を離れている方あるいはこの１年間で亡くな

この２人１組の訪問という構成は一体どういう人で

られている方等97人がまず除外されてございます。

構成するのか、そしてどのぐらいのチームをつくっ

また、北見市に住民票を置いてございますけれども、

てやるのか、そして道からの通知があったというこ

他の市町村の施設等に入所している方が40名ほどい

とで調べるわけなのですけれども、これはいつまで

らっしゃいました。さらに、平成23年度になってか

にやる予定でいるのかお聞きしたいということと、

ら何らかの接触を持っている方が60名ほどおりまし

あと、調査の対象のハの決定者778人の中で障がい

た。そういった実は内部情報をもとに絞り込みを行

福祉サービス申請済みであっても未利用の方が116

っている最中でございますが、今度は社会福祉課か

名おります。こういう人たちというのは、そういう

ら離れて保護課の情報、つまり保護課で相談を受け

調査をする必要はないという認識なのか、その辺の

た記録がないか、保護の受給を受けているかどうか

ところもお聞きしたいと思います。

等を今170名ほどについて絞り込みを行っている最

〇（大栄課長）

鑓水委員からご質問をいただいた

中でございます。自治区ごとにということでござい

第１号被保険者の保険料でありますが、委員会資料

ますけれども、そこまでの数字は絞り込みはまだ行

４ページ、介護保険事業における収支の見込みの中

っておりませんが、ざっと見る限りで何人かいらっ

で財源内訳、下段の表になります。第１号被保険者

しゃいますので、自治区ごとに各総合支所の保健福

保険料は、３年間の給付費見込みから逆算という計

祉課と連携しながら訪問調査に伺いたいと考えてご

算で算定するものですから、３年間で57億3,800万

ざいます。

円ほどを収入として予定しているところであります。
以上です。
〇（梅田課長）

２人１組の構成でございますが、基本的には市の
職員、社会福祉課の職員２名体制で行く予定をして

まず、熊谷委員からバスの乗車証

ございます。何班体制で行けるかというのは、実は

の更新にかかわるご質問をいただきました。合併後

帯広市と情報交換等をしているのですけれども、帯

のことで回答させていただきます。平成18年度以降、

広市の場合も同様の絞り込みを行っていると聞いて

実は毎年更新をしていました。この更新の仕方につ

おりまして、帯広市では100人ほどの絞り込みとい

きましては、受け付け会場を設けずに持っている方

うことで、北見市においても恐らくそのぐらいの絞

全員に新しい乗車証を交付するという方法をとって

り込みになるかと思いますので、そうなりましたと

ございました。そして、今現在持っている乗車証は

きには２人１組、１班では足りないと思いますので、

平成21年度から３年間の有効期限ということで、こ

その場合は保健福祉部内で市の職員、社会福祉課の

のとき初めて写真つきの現在の乗車証に変えまして、

者１名と部内の他の課の職員１名の協力を求めなが

まずは１週間程度集中的に更新期間を設けて会場を

ら、できるだけ速やかに訪問調査できるような体制
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を組みたいと考えてございます。なお、開始時期に

料なのか。

ついては、目標は資料にあるとおり２月20日月曜日

〇（熊谷委員）

から順次調査を開始したいと考えてございます。

保険料の値上がりではありますけれども、今の介護

同じく介護保険について。大幅な

次に、北海道からの通知でございます。実は北海

保険制度そのものが、国庫負担の大きく削られる中

道からの１月25日の通知でございますが、これは地

でサービスの提供がそのまま保険料にはね返ってく

域での支え合いの体制を推進しなさいという通知で

るという仕組みのもとで、そういう意味では宿命的

ございまして、実際に今回の事例を受けて調査をし

なものではあるのでしょうけれども、この間も私い

なさいといった通知ではございません。調査につい

ろいろなところへお邪魔したら、介護保険の保険料

ては、現在調査をするのかしないのか、調査につい

もう少し何とかならないのでしょうか、今度はどう

てはどのような調査をするのか、そういったことを

なるのでしょうかという話が非常にお年寄りからは

今北海道が全道の市町村に照会をかけている最中で

聞こえてきます。そういう中で、厚生労働省は今回

ございます。北海道がその調査をまとめましたらホ

大体平均すると5,000円を超えそうだということで、

ームページで掲載すると伺ってございますので、私

都道府県の安定化基金と、それから市町村の基金を

どもとしてもその調査結果を参考にしながらより細

取り崩して何とか5,000円以内にという話をしてい

かな調査に入りたいと考えてございます。

ましたね。近隣の、北見市より少し大きなまちの話

次に、優先して373人をやっていきますが、障が

ですけれども、ここでは道の安定化基金は大体北見

い福祉サービス申請をしたけれども、今現在その申

市と同じぐらいの割合での取り崩しになる中で、こ

請どおりにサービスを利用していない方が何人かい

れでは本当に月額何十円しか安くならないわけだか

らっしゃいます。もちろんこの方については諸事情

ら、当然そこのまちでは、基金から４億円を超える

あるかと思いますが、調査をしないというわけでは

ような繰り入れをやって、取り崩しをやって何とか

ございません。ただ、この未利用というのは事情に

5,000円以内におさめたという話を聞いているので

よっては、例えば日中一時あるいはショートステイ、

すけれども、そこで、北見市の場合は基金そのもの

こういったサービス利用の申請をしているけれども、

が今底をついている状況で、もう頼れないという部

実際にはそういったサービスは受けていない方とい

分はあるのですけれども、今の基金の現状について

うのも想定されますが、決して調査対象外というこ

お知らせください。

とではございません。２月20日以降調査しますけれ

それから、もう一つは、私どもはそういう中だか

ども、未利用の方についてもその状況によっては訪

らこそ基金の取り崩しに頼るわけにいかないので、

問調査をしたいと考えてございます。

やはり一般会計からの繰り入れをやってでも保険料

以上でございます。
〇（鑓水委員）

を抑えるべきだという主張をずっとしてきたわけで

私が先ほど質問したのは、第５期

すが、これに対して一貫してそちらのお答えは、国

は３年間で費用が45億円増加するという説明だから、

の基準があるからと遵守しなければならないという

単年度で保険料収入でどれぐらいになるかと聞いた

ことであったのですけれども、一般会計からの繰り

わけです。３年間の57億3,800万円というのはわか

入れができないという理由はそれだけなのでしょう

ったのですけれども、例えば平成22年の調定額でい

かということについて改めて伺いたいと思います。

うと保険料収入というのはたしか15億円くらいのは

〇（大栄課長）

ずです。これと比較したかったのです。３年間のが

ついて、きょうは数字を持ち合わせていません。保

わかるのだから、単年度の計画でどれぐらいの保険

険料の考え方というのは、３年間の見込みを出して、
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鑓水委員からの単年度の保険料に

３年間の高齢者の人口等を勘案して計算するもので

人配置するのかお知らせください。

すから、単年度についてはまたそれぞれの計算が変

それから、もう一つ、幼保一貫の認定こども園の

わってきますので、後ほどまたお示ししたいと思い

ことですけれども、国が方針を示したようですね。

ます。

たしか平成25年から実施に踏み切るという報道もあ

それと、熊谷委員からの保険料の基金の現状につ

りました。さかえ保育園の将来像については、これ

いてでありますが、北見市が合併した当時、５ペー

から検討するということなものですから、かねて私

ジに書いてありますけれども、基金は第３期のとき

も地域のことと思って代表質問等で見解を伺った経

に４億1,000万円、第４期で１億8,000万円で、１市

過がございますものですから、これらのことについ

３町合わせて６億円弱の基金があったのですが、第

ても、国の方針が示されれば検討の対象になるのか

３期でそのままの第２期と同じ保険料でということ

どうかと。そういうことも想定しながら将来像を描

にしたことにより４億1,000万円の基金を投入した

いていかなければならないのではないかと思うもの

と。第４期については、今回なのですが、残ってい

ですから、これらの見解があればお示しいただきた

た基金すべてを取り崩しして228円の減額をしてい

いということです。

ると。第５期については、当然第４期の中で基金が

〇（熊谷委員）

すべてなくなってしまうという計算になっておりま

たいのですけれども、私どもは前の光西保育園の問

す。また、安定化基金については、今道では7,000

題から含めて、やはり市立保育園の民間移管につい

万円程度の金額が安定化基金の中から取り崩しが出

ては市の保育行政に対する責任の問題としていかが

てくるという方向の通知が、内示のような形では来

なものかという姿勢ではいるのですが、特に光西保

ているのですが、はっきりした正確な数字はまだ今

育園の民間移管を経て、南保育園の民間移管につい

後と考えていますので、そういうことでご理解いた

ては従来から検討はされているというのはずっと聞

だきたいと思います。

いてはいましたけれども、より慎重にやろうという

南保育園の民間移管について伺い

あと、一般会計の繰り入れですが、保険制度であ

ことだったと思いますので、先ほど説明の中では例

る以上は一般会計の繰り入れについては北見市とし

えば父母等に対する説明云々という話がありました

ては考えていない、従前の考えのとおりだというこ

けれども、父母や職員に対してどのように合意形成

とでご理解いただきたいと思いますので、よろしく

をやってきたかということについて少し詳しくお話

お願いします。

いただきたいと思います。

〇（桜田委員長）

ほかにご質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（桜田委員長）

それから、もう一つは基本的な問題で、市が果た
すべき保育行政の役割からいって、民間移管という

なければ、次に後半の追加案件

のをどうとらえているのかということについて見解

３件、北見市立南保育園の民間移管について、留辺

を伺っておきたいと思います。市の保育行政の責任

蘂自治区認可保育園（子育て相談センター）整備事

の問題でいえば、特に子ども・子育て新システムな

業について、認可保育園の定員変更についてを議題

んていう話がある中で、ますます市が果たそうと思

といたします。

っても保育に対する責任を果たせなくしてしまうと

質疑のある方は発言を願います。
〇（鑓水委員）

いう流れが今ある中での話ですから、ぜひその辺に

留辺蘂自治区の保育園のことで伺

ついてもお聞かせいただきたいと思います。

います。子育て相談センターというのを設置すると。

〇（市川主幹）

ここの相談員というのは、どういう資格の人とか何

どういう職員を配置する予定かという質問に対して
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鑓水委員の子育て相談センターに

ですが、育児、保育に関する相談について相当の知

質問、ご意見等をいただいておりまして、そのこと

識及び経験を有し、地域の子育て事業に精通した者

に対して私どもは丁寧にお答えしてきたつもりでご

２名の配置を検討しております。資格としては、想

ざいます。そういったことの中で、昨年12月に入り

定としてですが、保育士の配置を検討したいと考え

まして、保護者の皆様のほうで民間移管やむなしと

ております。

いうご決断をいただいたところから本日のご報告と

２番目、認定こども園のこれからの将来像はどの

いう形になってきております。保護者協議のほかに

ように考えているか、子ども・子育て新システムに

当然ながら市の保育に携わっている保育園の保育士

踏み切る場合の将来像、どういう考え方にあるかと

の皆さんともトータル２回、３回ほど全体会も開催

いう質問に対してですが、留辺蘂自治区は温根湯地

しながらご理解をいただいているところでございま

域と留辺蘂地域、法人の認定こども園、また一番近

す。そういったことで十分論議した中でこのような

い保育園が14キロ以上の距離にある地域運営の季節

報告になっているということでご理解いただきたい

保育園、また子育て支援拠点事業や放課後児童クラ

と思います。

ブなど、住民の地域づくりへの思いと北見市の総体

それと、行政の保育園としての果たすべき役割は

としての考え方、また子ども・子育て新システムの

ということで、今後の国の子ども・子育て新システ

国が示してくる詳細、こういったものを考え合わせ

ム導入等を含めてどうなのかというところでござい

て今後研究協議し、検討を進めたいと考えておりま

ますが、今国では子ども・子育て新システムという

す。

法案の動きはございますけれども、熊谷委員のおっ

以上です。
〇（三樹課長）

しゃるとおり、内容の中では一部それがそのとおり
それでは、熊谷委員のご質問でご

に決まった場合には市の手から責任分担が離れる部

ざいますけれども、南保育園の民間移管についての

分も確かに読み取れるところはございます。しかし

流れを教えてほしいということでございます。前段

ながら、やはり公立保育園としては、北見市の中に

私がご説明した平成16年の社会福祉審議会の諮問か

は今７園ございますけれども、そのうち何園かにつ

ら始まりまして、その辺については委員も当然ご存

いては将来的にも残した形の中で公的な指導的役割

じかと思うのですけれども、その後、当時の光西保

を引き続き担っていく必要性があると思います。ま

育園の協議とともに南保育園も同時進行ということ

た、北見市の場合は、障がい児対応ということで昨

で、保護者協議の中では平成16年から平成17年にか

年度きらりも新しくオープンしているところでござ

けまして５回民間移管についての保護者協議がされ

いますので、そういった障がい児対応との連携につ

ております。そのことについては光西一本というこ

きましても十分そういう公的な保育園として役割を

とになりましたために一時中断しておりましたけれ

担っていきたいと考えておりますので、ご理解をお

ども、相内も含め検証結果をきっちり整理し、光西

願いしたいと思います。

保育園、相内保育園についても順調に運営がされて

〇（桜田委員長）

いるという検証結果を踏まえた上で、平成22年７月

ほかにご質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

から再び南保育園の保護者の皆様と協議という形で

〇（桜田委員長）

入らせていただいております。保護者協議の部分で

らの報告を了します。

いきますと、途中で保護者の皆様と市長との懇談も
１回含めまして全部で12回ほど保護者協議を重ねて
おります。その中で民間移管についてさまざまなご
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なければ、以上で保健福祉部か

暫時休憩いたします。
午後

３時１５分

休

憩

午後 ３時１６分
〇（桜田委員長）

再

開

休憩前に引き続き会議を開きま

す。
以上で本日の委員会を終了いたします。
どうもご苦労さまでした。
午後 ３時１６分

閉

議
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