
－207－

平成２６年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年９月２６日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

（市民福祉常任委員長報告）

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について（市民福祉常任委

員長報告）

日程第３ 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第２１号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２２号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２５号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２８号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第３３号 財産の無償貸付けにつ

いて

日程第５ 議案第３４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第６ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 ２０１５年度予算

（介護・子ども）の充実・強化を求め

る意見書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第４号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、

就学保障充実など２０１５年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書

意見書案第５号 「危険ドラッグ（脱

法ハーブ）」の根絶に向けた総合的な

対策の強化を求める意見書

意見書案第６号 奨学金制度の充実を
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求める意見書

意見書案第７号 産後ケア体制の支援

強化を求める意見書

意見書案第８号 電力料金再値上げの

撤回を求める意見書

意見書案第９号 特定秘密保護法の施

行延期を含め慎重な運用を求める意見

書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

（市民福祉常任委員長報告）

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について（市民福祉常任委

員長報告）

日程第３ 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第２１号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２２号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２５号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２８号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第３３号 財産の無償貸付けにつ

いて

日程第５ 議案第３４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第６ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 ２０１５年度予算

（介護・子ども）の充実・強化を求め

る意見書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第４号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、

就学保障充実など２０１５年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書

意見書案第５号 「危険ドラッグ（脱
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法ハーブ）」の根絶に向けた総合的な

対策の強化を求める意見書

意見書案第６号 奨学金制度の充実を

求める意見書

意見書案第７号 産後ケア体制の支援

強化を求める意見書

意見書案第８号 電力料金再値上げの

撤回を求める意見書

意見書案第９号 特定秘密保護法の施

行延期を含め慎重な運用を求める意見

書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１７名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（３名）

３番 塩 田 昌 彦 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） これより本日の会議を

開きます。

〇議長（黒井 徹議員） この際、御報告するこ

とがございます。

名寄市立総合病院、久保田宏名誉院長が去る９

月２４日、病気加療中のところ逝去されました。

ここで、市長より発言を求められておりますの

で、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄市立総合病院の元院

長で現名誉院長、風連国保診療所長、名寄市立大

学初代学長を歴任をされ、名寄市に対して多大な

御貢献をいただきました久保田宏先生が去る９月

２４日に７８歳でお亡くなりになりました。この

場をおかりいたしまして名寄市民を代表し、お別

れのお言葉を述べさせていただきます。

久保田先生は、昭和１２年８月、中川郡美深町

恩根内にてお生まれになり、昭和４０年、北海道

大学医学部を卒業後、市立旭川病院胸部外科部長

などを経て平成３年４月、市立総合病院副院長と

して着任、平成５年４月からは院長として地域医

療の充実のため病院経営に御尽力をいただきまし

た。この間、平成４年の院舎の全面改築に携わり、

懸案でありました脳神経外科、麻酔科、心臓血管

外科などを開設をするとともに、救急告示病院と

しての機能を高め、診療体制の充実に努められま

した。また、医師不足等に伴い多額の不良債務が

発生をいたしましたが、平成７年度に向こう８年

間を計画期間とする経営健全化計画を策定をし、

経営の改善に努め、計画期間よりも４年早く平成

１０年度末に経営の健全化を達成をされました。

こうした久保田先生の御功績が平成９年度の市立

総合病院の道北３次医療圏の地方センター病院の

指定につながりました。久保田先生が市立総合病

院に在籍をした１２年間は、数多くの御功績があ

り、またまさに現在ある市立総合病院の礎を築か

れたものと言えます。これらの御功績を踏まえ、

市立総合病院を退任した平成１５年度には名誉院

長の称号を授与をさせていただき、また科学部門

での名寄市の文化賞を授与させていただきました。

加えて久保田先生は、市立大学の開学にも大き

く御貢献をされました。平成１６年４月に大学設

置室準備室長に就任をされ、平成１８年４月の市

立大学開学の際には初代学長として学内の運営や

教員、学生の確保などに御尽力をされ、道北地域

の保健、医療、福祉の分野を支える若い人材の育

成に熱心に取り組まれました。平成２２年３月に

学長を退任した後も引き続き名誉教授として市立

大学をサポートしていただいたところでございま

す。

久保田先生が名寄市で歩まれました市立総合病

院、市立大学は、名寄市のみならず、道北地域の

保健、医療、福祉、教育などの分野を中心となっ

て支えており、今後も温かく見守っていただけれ

ばと思います。

最後になりますが、先生のこれまでの御功績に

対しまして衷心より感謝とお礼を申し上げまして、

お別れの言葉とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 故人は、市勢の発展に

御尽力いただき、多大なる功績を残されました。

まことに痛惜の念にたえません。

ここで、ここに故人の御冥福を祈り、謹んで黙

祷をささげたいと思います。

本会議出席者全員の御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 終わります。

御着席ください。

〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に３番、塩

田昌彦議員、７番、奥村英俊議員、１６番、植松

正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

４番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 平成２６年

第３回定例会議案第３号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について、平成２６年第３回

定例会議案第４号 名寄市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員） 議長

より御指名いただきましたので、平成２６年第３

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第３号 名寄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の制定について、委員会における審査経過並びに

結果について御報告申し上げます。

委員会は、９月３日、９日、１９日の３回にわ

たり、田邊健康福祉部長を初め担当職員の出席を

求め、本条例の内容について詳細な説明を受けた

後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第３号は、提案理由の説明にも

ありましたように、平成２４年８月に質の高い幼

児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量

的拡大、確保及び地域の子ども・子育て支援充実

を目的とした子ども・子育て関連３法が成立し、

それに基づく子ども・子育て新制度は平成２７年

度から施行される予定となっております。新制度

では、従来の認可保育所における保育事業に加え、

新制度に移行した幼稚園（特定教育事業）及び特

定地域型保育事業（家庭的保育事業）の利用定員

などの運営に係る基準を市町村で条例で定めなけ

ればならないものとされました。それに伴い当該

基準について定める条例を制定するものです。

第１回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、国から示されている内容を変えずに

出されたということだが、市独自のものはないの

か、また現在待機児童の状況はの質疑では、国か

ら示されたものを調整したものはない。追加した

ものは、名寄市の暴力団追放の条例があるので、

その部分について追加してある。待機状況は、き

ょう現在転入者でゼロ歳のお子さんが１人待機し

ているとの答弁がありました。

子ども・子育て会議の中のアンケートの結果、

新たなニーズもあり、この条例が適用するような

ことが想定されるのかの質疑では、新制度におけ

る施設の見通しでは現状で考えられるとすれば幼

稚園が認定こども園になるといった変更が考えら

れるが、現段階ではそういう相談は来ていないと

の答弁がありました。

家庭的保育の関係で許認可も含め行政としての

役割と責任は、また国の作業がおくれて公定価格

がまだ出ていないが、関係の情報提供をの質疑で

は、家庭的保育事業については市町村が認可する

新しくできる施設について今後申請があればすぐ

開業できるというものではなく、利用定員の設定

をしなければならない。利用定員の設定について

は、子ども・子育て会議に諮り意見を聞き、進め

ることになり、行政の一方的な考えでの進め方は

しない。公定価格については、まだ固まった状態

で国からおりてきていない。今後内容が明確にな

らないと事業者が困ることになるので、国の段階

で各保育所、認定こども園などの団体が大詰めの

議論をしているので、近々正式なものになると思

うとの答弁がありました。

子育て支援会議で策定する計画がこの条例にか

かわる施設や利用料などの関係性と定員も含めて
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具体的にどのような影響があるのかの質疑では、

認定こども園への移行を考えて市内の私立幼稚園

からの相談は今のところないが、新制度で幼稚園

のまま移行する方法もあるので、そういったこと

が考えられる。移行を計画されている幼稚園や新

たな小規模保育を考えられている事業者に対して、

今回判断材料として運営基準を条例で定めていた

だき、お知らせしたい。市内の幼稚園では１２月

１日に園児募集が開始されるため、数カ月前まで

には基準が示されないと新しい制度に乗るという

ことも判断できないため、期限つきの条例の審査

でお願いをしている。今回国から示されている公

定価格は２本立てで、消費税が８％の場合の運営

費と１０％に上がったときの試算表が配られてい

る。案の状態で試算していただいているが、保護

者が負担していただく保険料と相対関係は運営費

で計算された金額がそのまま計算されている。園

に入り、保育料として支払う金額はそこから引か

れて計算されてくる。名寄市は、寒冷地であり、

寒冷地の補正が今回認められ、かなり有利な積算

ができるような内容になっているので、市内の事

業所の方にお知らせし、一定程度の経営判断材料

として使っていただいているとの答弁がありまし

た。

２回目の委員会で出されました主な質疑では、

子ども・子育て会議の中でも料金が高いのではな

いかという意見もある。新制度は変わるたびに上

がっていく不安もあり、保険料がどのように変わ

っていくのかの質疑では、国のほうから利用者負

担額の案が示され、保育に係る２号、３号認定と

既存の幼稚園で１号認定の部分の２種類の利用者

負担案が示され、保育料は今まで国の所得税ベー

スで計算されていたが、新制度では市町村民税を

ベースとした試算案が示されており、それでいい

のかを含めて財政当局とも協議中であり、名寄市

にお住まいの子育て中の皆様が利用しやすい料金

体制を踏まえながら協議していきたいとの答弁が

ありました。

国の作業が大幅におくれ、条例提案に盛り込む

準備ができなかったと思うが、国の論点や公定価

格、利用者負担の行き先はの質疑では、国の論点

については情報不足のため答えられないが、公定

価格は義務的経費として４分の１市負担の割合で

一定地財対策ということで、地方交付税措置がさ

れてくるという情報もあるが、責任を持って運営

費を捻出していかなければならないと考えている

との答弁がありました。

介護保険と同じように包括的な報酬体系になる

のかと理解しているが、心配なのは民間参入も含

め労働条件の影響はの質疑では、介護保険制度と

似たような運営になった場合の労働条件について、

公定価格の中で一定程度今年度までは処遇改善と

いうことで国の補助金として一時金や民間施設が

支払うときの補助メニューがあった。２７年度か

らの新制度では、この公定価格の中で処遇改善の

上乗せの部分が積算されてくるので、単発で終わ

ると思われていた補助金が公定価格という義務的

経費の中で担保されていくという仕組みに変わっ

ているので、今のところ賃金という部分では一定

程度の配慮はされている。また、ことし５月に幼

児教育・保育連絡協議会という任意の民間団体を

設置していただいて、行政はオブザーバーという

形で参加し、その中で認可幼稚園や保育所などの

関係者が一堂に会して情報交換ができるような組

織を立ち上げている。連絡協議会などでの情報交

換を生かし、働く職員に対して労働条件に差が出

ないよう情報を収集しながら努力したいとの答弁

がありました。

附則にある議案第４号、利用定員に関する経過

措置、議案第３号、連携施設に関する経過措置に

ついて、関連があるので、両経過措置についての

説明と経過措置５年間は小規模保育のＣ型、保育

士を持たなくても研修を受けたらできる施設をふ

やしていくことが下支えになると国は考えている

ようだが、安心して子供を預けられる公的な保育

所をふやしていくことが必要だと思うが、この考
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えの説明をの質疑では、例えば無認可のところで

十五、六人程度の無認可施設で突然定員を縛られ

ると経営ができなくなる状況も想定される。小規

模Ａ、Ｂの施設にまで整わないことも想定される

ので、弾力的に定員を５年かけて経過措置すると

いうことで考えている。連携施設については、今

現在保育所は無認可でもゼロ歳から５歳児までを

実際見ているが、新制度になるとゼロ歳から２歳

児未満が対象保育となり、経過措置は原則となっ

ていることから、兄弟等に柔軟な対応はできるも

のの、突然今までそこで完結していた保育がゼロ、

１、２歳児で切られる仕組みになるので、５年間

の調整期間を設けた対応になっている。連携施設

の受け皿としては、公立保育所が担っていかなけ

ればならないと考えているとの答弁がありました。

第３回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、３号議案、４号議案に共通したこと

で、現場調整や報告などのことで最終責任は市が

かかわることになるが、責任について条例の中に

あるのかの質疑では、この条例は施設基準を明記

している。市の責務については、児童福祉法の中

で定義されていると認識しているとの答弁があり

ました。

施設によって人的配置、認可基準が違うが、子

供、保護者から見たときに条件の差があるが、見

解はの質疑では、今後現状の施設や家庭的保育の

運営をされた場合、幼児教育連絡協議会等を活用

し、研修を取り入れながら質の確保に努力してい

くとの答弁がありました。

処遇改善について公定価格の中に含まれるとい

いながらも競争社会の中担保は難しい。行政の積

極的ないい意味での介入も必要ではないのかの質

疑では、新制度になると国の政策として処遇改善

についても考えている。現在民間で募集しても働

く人が集まらない状況で、ことし幼稚園でも少し

報酬を上げ募集したと聞いているとの答弁があり

ました。

定員に２０％までは超過が認められている定員

を超えた場合、具体的な選考基準はの質疑では、

市には５つの幼稚園があり、充足率７０％で３割

余裕があるが、このまま幼稚園として残るか、こ

ども園になるかにより保育の幅が広がることにな

るので、見きわめていきたい。公立のほうは、今

までどおり３カ所の保育所で協議をしながら、随

時対応していく。一時保育については、積極的に

利用していただきながら、状況を見ながらふやし

ていくことも検討していくとの答弁がありました。

働く人の条件や質の向上も含め各施設の目的や

運営方針、職員数などの情報公開を今後させるこ

とにより、競争強化が生まれ、より効果がある。

新制度の具体策はの質疑では、労働条件の情報と

は別に各園で行っているサービスなどの情報は市

のほうで集約し、わかりやすいパンフレット、ホ

ームページ等で公開は今後必要になるとの答弁が

ありました。

法令違反や応諾義務の不履行があった場合、市

の監督の方法やペナルティーについてはの質疑で

は、指導をして不履行があった場合、内容につい

て公示を行う。最後は、認可の取り消しまで考え

られるが、現状しっかりとした指導を行い、信頼

関係を持ち、そこまでいかないように指導するこ

とも行政の責任と考えると答弁がありました。

質疑の後、委員間討論を行い、主な内容は、国

の方針は決まっているが、核心部分は決まってい

ない中、この時期に条例が出てくることに疑義を

感じるが、１２月には各施設が募集を開始する状

況がある。施設側の選択にも支障を来すわけには

いかない。国の考えが明らかになった時点で改め

て検証するとの答弁もあったことで理解をした。

国の情報が不足して理解できないこともあるが、

今までの質疑をどう担保して運用されていくのか、

委員会としても条例施行後国の動きに応じて改め

て検証し、必要なことがあれば改正を求めていく

べきなどの発言がありました。

委員間討論の結果、公定価格など決まった段階

で必要なところは検証して改正していくのか再確

平成２６年９月２６日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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認することで意見がまとまり、答弁では公定価格

の決定などこの制度自体変化があった場合、おく

れることなく改正をしていくとの答弁がありまし

た。

以上、議論の結果、議案第３号 名寄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定についてにつきまし

ては、全会一致で原案どおり可決すべきものと決

定をいたしました。

続きまして、付託議案第４号 名寄市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について、委員会における審査経過並び

に結果について御報告申し上げます。

委員会は、議案第３号と同じく９月３日、９日、

１９日の３回にわたり、田邊健康福祉部長を初め

担当職員の出席を求め、本条例の内容について詳

細な説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第４号は、提案理由の説明にも

ありましたように、平成２４年８月に質の高い幼

児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量

的拡大、確保及び地域の子ども・子育て支援充実

を目的とした子ども・子育て関連３法が成立し、

それに基づく子ども・子育て新制度が２７年度か

ら施行される予定になっております。新制度では、

従来の認可保育所における保育事業に加え、市町

村長の認可を受けた事業者が家庭的保育事業、小

規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保

育事業、以下各家庭的保育事業といいます、を実

施することができるとされ、また同法において市

町村は当該認可に係る基準（家庭的保育事業等の

設備及び運営についての基準）を条例で定めなけ

ればならないこととされました。それに伴い当該

基準に定めるものです。

１回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、障害児の関係については居宅訪問型保

育事業のみのようだが、ほかの受け皿や療育セン

ターなどの関係はの質疑では、居宅訪問型保育事

業でのその部分が記述されているのは、サービス

を受けるお宅に行って１対１の関係で保育をする

ことが居宅訪問型事業なので、主に障害児である

ことが想定されるサービスなので、ここで触れて

いる。通常の保育などについては、集団で生活で

きると見込まれる場合については線引きをすると

いう考えは持っていないので、記述はしていない。

こども発達支援センターとの関係では、位置づけ

としても現行と何も変わらず、現在の幼稚園など

にも出向いて相談などをしている。全ての施設と

連携をとって、発達のおくれているお子さんの支

援体制は今後も十分対応していけるとの答弁があ

りました。

家庭的保育の対応で国のほうでは無資格、資格

がなくても設置を求めているが、不安が残る。こ

の点の考えはの質疑では、家庭的保育でメーンに

なるのは小規模保育のＡ、Ｂ、Ｃ。Ａ型について

は全て国に準拠して提案しているので、保育士資

格は必須の資格になるが、その分運営費も積算も

高くなってくる。Ｂ型は、保育補助員が認められ

る施設になる。半数が保育資格を持ち、半数が保

育補助員ということであれば要件を満たす。Ｃ型

というのは、定員区分が少ない保育補助員が認め

られた小規模施設という区分になる。国に準拠し

ていれば想定はしていない施設との答弁がありま

した。

子ども・子育て会議の議論経過で特徴的なもの

は、また２９条（４）で満２歳以上の児童とある

が、基本的にこの制度はゼロ歳から２歳までと思

うが、以上となると一般的に３歳でも４歳でもと

なるが、この書き方でよいのか、また３０条の

（３）で３歳以上４歳に満たない児童おおむね２

０人につき１人と人数が書かれているが、そうい

う子供たちもよいのかと読み取れるがの質疑では、

小規模についてはゼロ歳から２歳児の一定程度特

化した施設と定義されている。条文の中に連携施

設をつくりなさいというところがあり、連携施設

というのはゼロ歳から２歳まで保育した後、３歳

になっても同じような児童福祉施設など幼児教育
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施設につなげなければならない。そこはスムーズ

に連携施設へ受け渡しができるような体制をとり

なさいというのが根本にある。どうしても無理な

場合は、５年間の猶予期間が与えられ、この中で

連携施設を模索しなさいというつくりになってい

る。原則ゼロ、１、２歳児のうまく連携施設に行

けなくなって困るという考えからの条文で、市に

は公立保育所があるので、そこが中心となって役

割を果たしていく。子ども・子育て会議の議論で

は、もっと厳しくしなくていいのかという意見も

あったが、国の状況や現状示されている認可施設

と同等の基準ということで説明したところ、委員

のほうから、そういうことなら一定程度保育の質

が担保できるのではないかということで、現行の

基準を準拠することにまとまったとの答弁があり

ました。

２回目の委員会で各委員から出されました質疑

では、調理員を置いて園で食事を提供するという

今の流れを外部から搬入することが可能になって

いるが、アレルギー対応を含め考えをの質疑では、

新制度ではゼロ歳から２歳児を保育する場合、自

園調理が必須になっている。外部搬入が認められ

る施設としては、以上児を受け入れる施設となっ

ており、現行以上児を受け入れる施設で給食提供

がない施設としては今のところ幼稚園しか想定で

きない。その幼稚園が認定こども園になるときの

一番の弊害は、給食施設を設備しなければならな

いため、救済のため外部搬入を認める国の基準と

認識しており、市としては学校給食も視野に対応

できるのであれば認めて施設として運営していた

だきたいとの認識である。アレルギー食について

は、現在公立、民間保育所も含めアレルギーのも

とになる食材を除去した状態で個別に提供する体

制をつくっている。アレルギーの品目が多くなり、

対応し切れない場合、お弁当を持参していただく

対応をとっている。除去食品数の対応については、

具体的な規定はなく、今後考えを検討していかな

ければならないとの答弁がありました。

３回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、事業認可要件で参酌基準と従うべき基

準があるが、地域特性も踏まえ、必ず遵守しなけ

ればならないものと考えていないが、見解をの質

疑では、従うべき基準については国の基準を下回

らなければよいという定義になっているとの答弁

がありました。

保育士の保障が低いことがあって、職員不足、

市の保育所半分以上が非正規の中、新制度の見通

しはの質疑では、現行安心こども基金において幼

稚園の先生たちには国は一定程度処遇改善をして

いる。新制度になると、幼稚園、保育所、認定こ

ども園の職員の人材確保も含めてどのような幅の

引き上げになるのかは不明だが、処遇改善を考え

ている状況にある。市の対応は、職員全体の中で

給与の問題になるため、今後の課題と考えている

との答弁がありました。

保育士に頼らず研修を受けただけの方たちにも

保育業務に当たらせる小規模保育Ｃ型の施設につ

いて危惧を感じる。答弁では想定していないとい

うことだが、申請があれば認可になるのではない

かと不安があるが、見解をの質疑では、現在幼稚

園、保育所、認可、非認可を合わせて １４１人

の収容規模で、今後５年先子供もだんだん減少し

ていく状況がある。不足した場合、新制度の中、

なるべくＡ型の施設でお願いをして保育の質は下

げない努力をしていきたいと考えている。また、

小規模保育のＡ、Ｂ、Ｃの施設基準は厚生労働省

令の従うべき基準との答弁がありました。

施設に立入調査する権限はどの条文なのかの質

疑では、上位法の子ども・子育て支援法第５０条

で帳簿書類、その他物件の調査ができることがあ

って、本条例４条の基準を超えて設備、運営を向

上させるよう勧告できるということになっている

との答弁がありました。

条例では、設備、運営の向上のための立ち入り

が認められているが、具体的にどのように実行し

て担保していくのかの質疑では、現時点では具体
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的な考えは持っていないが、今子ども・子育て支

援事業計画を策定している中で、市の責務で名寄

市の目指す子供、子育ての方向をうたわせていた

だき、条例制定後要綱、規則を作成する段階で十

分検討していくとの答弁がありました。

質疑の後、委員間討論を行い、主な内容は、小

規模保育で専門家の配置が気になる。研さんを積

んだ保育士の配置が望ましい。給食の外部委託に

ついても自園での調理が望ましいと考える。今回

の条例の意味は、全国的に保育所の数が少ないこ

とを対応するためと質の担保と地域事情に根差し

た保育のあり方と受けとめている。名寄市の現状

を捉えると、部長答弁にもあったように一時期１

名の待機にとどまっているということで、保育所

不足ということではない。民間施設でも今後のこ

とを検討していると聞いている。公定価格が決ま

っていない中、判断は難しいと考える。小規模保

育のＢ、Ｃを削除してもいいのではないかと考え

るがに対し、このＢ、Ｃは都会対策と受けとめて

いる。有資格者だけで施設運営はハードルが高く、

預かることもできない苦肉の策として国が考えた

ことと受けとめている。現状ではなくてもいいの

かもしれないが、条例のつくりとしてはあっても

いいのではないかと考える。市内の現状を考える

と、Ｂ、Ｃは必要はないが、ニーズを全て把握し

ているわけではないので、迷うところ。今後さま

ざまな事態を想定し、ほかから参入も考えられ、

立入調査など規則などでもきちんとした形がない

と心配が残る。可能性は残すべき。今後公定価格

が決まり、Ｃを選択した施設がニーズに合った施

設運営をする可能性も否定できないので、多様な

選択はあったほうがよい。子ども・子育て会議の

中で利益優先の施設については、その段階でハー

ドルが高いと思う。今必要なのは数ではなく質と

いうことは共通しているので、安いほうがいいと

はならないのではないか。営利目的で参入してく

ることをブロックすることも重要で、介護保険で

も大手が参入し、すぐ撤退ということもあり、可

能性は残すのはいかがかと思う。委員会としても

公定価格や国の動きが決まった段階で共通認識を

持って検証する必要があると考える。

委員間討論の結果、給食は自園調理を目指すの

かと家庭的保育Ｂ、Ｃについて質の高い基準以上

の保育を目指すのかを再確認することで意見がま

とまり、答弁では給食については条例で定めた部

分は部分として、保育の質を高めること、安心、

安全のことからも申請があった場合助言をしてい

きたいと考えている。Ｂ、Ｃの充実した方向性に

ついては、市としても重要なことと考えている。

今作成している事業計画にもきちんと出していく

とともに、助言をしていくとの答弁がありました。

以上、議論の結果、議案第４号 名寄市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてにつきましては、全会一致で

原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第３号

外１件について委員長報告に対する一括質疑に入

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

議案第３号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決

されました。

お諮りいたします。議案第４号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は委員長報告のとおり可決

されました。



－217－

平成２６年９月２６日（金曜日）第３回９月定例会・第５号

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時３８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第３ 議案第２０号 平成２５年度名寄市

一般会計決算の認定について、議案第２１号 平

成２５年度名寄市国民健康保険特別会計決算の認

定について、議案第２２号 平成２５年度名寄市

介護保険特別会計決算の認定について、議案第２

３号 平成２５年度名寄市下水道事業特別会計決

算の認定について、議案第２４号 平成２５年度

名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計決算の

認定について、議案第２５号 平成２５年度名寄

市簡易水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２６号 平成２５年度名寄市公設地方卸売市

場特別会計決算の認定について、議案第２７号

平成２５年度名寄市食肉センター事業特別会計決

算の認定について、議案第２８号 平成２５年度

名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認定につい

て、議案第２９号 平成２５年度名寄市病院事業

会計決算の認定について、議案第３０号 平成２

５年度名寄市水道事業会計決算の認定について、

以上１１件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、高橋伸典委員長。

〇決算審査特別委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、今定例会で決算審

査特別委員会に付託されました議案第２０号 平

成２５年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第２１号から議案第２８号までの各特別会計

決算の認定について、議案第２９号 平成２５年

度名寄市病院事業会計決算の認定について及び議

案第３０号 平成２５年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、委員会の審査の経過と結果の

報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私高橋が、

副委員長には高野美枝子委員が選任されました。

第２回の委員会は、９月２２日に開会し、審査

日程を９月２２日、９月２４日から２６日までの

４日間と決め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑及び委員による質疑を行い、延べ３

９名１１０項目の慎重な審議を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を

もって構成された特別委員会ですので、詳細な報

告は省略させていただき、審査の結果のみを報告

申し上げますので、御了承をお願い申し上げます。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計につきましては起

立多数により、その他の７特別会計、病院事業会

計、水道事業会計はいずれも全会一致で原案のと

おり認定すべきものと決定をいたしました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会の開催中は、委員並びに理事者各

位におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽

くしていただいたことにお礼を申し上げます。ま

た、日程どおり決算審査特別委員会を終えること

ができましたことに重ねてお礼を申し上げ、本委

員会の報告とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第２０号

外１０件については、全議員をもって構成されま

した特別委員会でありますので、この際質疑を省

略し、直ちに採決を行います。

議案第２０号 平成２５年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）
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〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２０号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

お諮りいたします。議案第２１号 平成２５年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２１号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

次に、議案第２２号 平成２５年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定についてから議案第３０

号 平成２５年度名寄市水道事業会計決算の認定

についてまでの９件について委員長報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号から議案第３０号までの

９件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第３３

号 財産の無償貸付けについてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 財産の無

償貸付けについて、提案の理由を申し上げます。

今議会において議決をいただきました名寄市コ

ミュニティ放送局送信所設置条例第５条、施設の

貸し付けに基づき、現在コミュニティー放送事業

を営む株式会社エフエムなよろへ送信所の施設を

無償で貸し付けることにつきまして、地方自治法

第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を

求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第３４

号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳入それぞれに ９００万

円を追加をして、予算総額を２２９億 ０５１万

０００円にしようとするものでございます。

補正予算の歳出から申し上げます。１１款災害

復旧費におきまして公共土木施設災害復旧事業費

の ４００万円の追加及び農業施設災害復旧事業

費５００万円の追加は、去る８月２４日に発生を

いたしました大雨の被害に係る災害復旧に要する

経費について補正をしようとするものでございま

す。特定財源として公共土木施設災害復旧事業費

では国庫負担金を見込み、また災害復旧債を両事

業で見込んでございます。

次に、歳入について申し上げます。１５款国庫

支出金において公共土木施設災害復旧負担金で
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５２０万円を見込み、２２款市債において災害復

旧債で ２００万円を見込むとともに、１１款地

方交付税におきまして収支不足の１８０万円を計

上しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 意見書案第

１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書、意見書案第２号

２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化

を求める意見書、意見書案第３号 地方財政の充

実・強化を求める意見書、意見書案第４号 義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、就学保障充

実など２０１５年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書、意見書案第５号

「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」の根絶に向けた

総合的な対策の強化を求める意見書、意見書案第

６号 奨学金制度の充実を求める意見書、意見書

案第７号 産後ケア体制の支援強化を求める意見

書、意見書案第８号 電力料金再値上げの撤回を

求める意見書、意見書案第９号 特定秘密保護法

の施行延期を含め慎重な運用を求める意見書、以

上９件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外８件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認め、採決

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外８件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 報告第３号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２６年第３回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

平成２６年９月２６日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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閉会 午後 １時５２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 山 田 典 幸
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