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平成２１年度第６回石狩市行政評価委員会議事録（要点筆記、委員長署名方式） 

 
日 時：平成２１年１０月２２日（木） ９：００～ 
場 所：石狩市役所３階庁議室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

委員長 菅野 勲 ○ （事務局）企画経済部長 佐々木隆哉 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画調整課地域調整担当課長 岡林 位和 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主査 中西 章司 

委員 座主 寿夫 ○ 保健福祉部長 鎌田 英暢 

委員 堀 弘子 ○ 保健福祉部障がい支援課長 中川 洋二 

 
傍聴人：１名 
 
１ 開会 

 
２ 質疑 

【菅野委員長】 
 それでは、会議を進めます。 
 本日は、「障がい者福祉の充実」「地域福祉の充実」について、所管の方からご説明願い

ます。 
 
【鎌田保健福祉部長】 
 ～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「障がい者福祉の充実」及び「地域福祉の

充実」） ～ 
 
【菅野委員長】 
 まず「介護・訓練等給付事業」「更生医療給付事業」「補装具給付事業」「日常生活用具支

援事業」についてみなさんの意見を伺いたいと思います。 
 今の説明だけでは本当の課題等はわからなかったのですが、自立支援は文字通り自立を

支援するということなのでしょうが、実態と制度が乖離していることはないのでしょうか。 
 
【鎌田保健福祉部長】 
 圧倒的に収入の少ない方が多いので、そういう方にも負担を求めることが本当によいの

か、人によっては悪法だという人もいた状況もあります。やはり障がい者の生活基盤を作

った中でこの制度を運用していかなければならないと思っています。 
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【菅野委員長】 
 平成１５年に支援制度がスタートした時に、障がい者負担割合が本人の所得と保護者の

所得が関係したことがありますよね。 

 

【鎌田福祉部長】 

 保護者の所得は支援費制度の時は関係ありませんでした。措置費の時はありましたが。 

 

【菅野委員長】 

 支援法の前段の時にありましたよね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 支援費制度でありました。 

 

【菅野委員長】 

 その時にどんな形の所得計算をしましたか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 ご本人の所得に応じた形のものでした。 

 

【菅野委員長】 

 今は完全に本人の所得になるわけですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 いいえ。使ったサービスに対する１割が原則負担です。ただ軽減措置が講じられていま

す。 

 

【菅野委員長】 

 通所での訓練ですから費用がかかるのは当然かもしれないけど、実際は訓練といいなが

ら、事業として行っているのが実態ではないでしょうか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 自立支援法のシステムの中に組み入れられた施策ですから、当然それを使うとなるとサ

ービス利用と同じ判断をされます。それに伴って利用者負担が発生する形になります。 

 

【菅野委員長】 

 支援費制度が出来た時に将来介護保険と統合する展望があったように思っていましたが。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 スタート時は国でも相当議論されました。３年後に見直しをする時に介護保険との統合

が考えられていたのですが、当然介護保険は全ての方が負担しますので、障がい者の方も
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保険料を負担するのは現実的に無理ということで話は出なくなりました。 

 

【徳田副委員長】 

 生活基盤を整えるのは重要なことですが、就労率について、市役所等の障がい者雇用の

実状はどうなっていますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 市役所では現在基準の1.8％を超え、２％台です。市内企業の就労率でみるとクリアして

いるところもありますが、非常に低いです。17年度が0.75％、18年度に若干上がったので

すが19年度に0.7％を切るような状況で今に至ります。 

ただ労働実態のアンケート調査に基づきますので必ずしも正確とはいえません。 

 

【徳田副委員長】 

 これに対して行政からの働きかけは行っていますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 石狩湾新港にある企業にはずっと働きかけてはいます。しかし知的の障がいに対して間

違った認識を持っている方がいるので、それを払拭するのが第１の仕事と思っています。 

 今年の春に全国的にそういった考え方の中で進めている企業の工場が石狩湾新港にオー

プンし、市内の何人かを採用しています。 

そういった企業の方たちのお話を聴く機会を作って広げていきたいと思っております。 

 

【座主委員】 

 「５－１」から「５－４」については障がい者自立支援法に基づいて行っていることな

ので、石狩市独自ではどうすることも出来ないということですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 全国統一の施策の中で展開していますので基本的にはそうなります。 

 

【座主委員】 

 制度改正により業務量が増加しており人材の育成が必要ということですが、このことに

ついては何か対策されていますか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 課内で半年や１年スパンのローテーションで業務にあたるなどしています。 

 

【菅野委員長】 

 対象者の把握はどの程度していますか。 
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【中川障がい支援課長】 

 基本的には身障者手帳などの調査結果ですが、潜在的にはもっといると思っています。 

 

【菅野委員長】 

 障がい者であっても支援を受けないで自立している人もいますよね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 精神疾患をお持ちの方は多いと思います。 

精神保健福祉手帳を持っている方は市内で25人ぐらい居ますが、医療費の公費負担を受

けている方が10倍以上いますから、潜在的にはもっといると思います。 

 

【菅野委員長】 

 支援法の事業は列挙されていますが、必須事業か政策事業かわかりにくいのですが、そ

ういう判断が可能な法律の定めになっていますか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 シート１からシート３までに関しては障がい者自立支援給付という形で、整理番号

4,5,9,10が地域生活支援事業の市町村事業になっています。 

ですから実際に行っていない市町村もあります。 

 

【堀委員】 

 「５－３」の成果指標でサービス利用決定者数は申請された数値と同数と受け止めてい

いですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 実際にサービスを利用できる方が申請していると考えることができます。 

 

【堀委員】 

 サービスの周知を徹底していますか。3,800人の対象については、手帳を交付されていな

い方への周知もされていると考えてよろしいですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 広報やガイドブック、ＨＰなどを作ってはいますが、そのＰＲだけになっている部分も

あります。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 障がいのある方は組織に入って活動されていますので、そこを通したPRというのはでき

るのですが、組織に属していない人、いわゆる自宅にこもっている方にも情報が伝わるよ

うな仕組み、特に民生委員の方の活動も含めて地域の中でもシステム作りが必要と思って

います。 
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【堀委員】 

 不登校のまま引きこもりになっている状況でフォローしていくことがないのは問題です

よね。 

 

【中川障がい支援課長】 

 こども発達支援センターでの動きを申し上げますと、早期発見が一番大事で実際に健診

も実施しています。保育園や幼稚園の先生にもアドバイスをしていますし、就労間近にな

ると教育委員会サイドとも連携を図っています。 

 

【菅野委員長】 

 介護の部分がありますが、石狩に施設介護を受けられる場所はありますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 日常訓練や福祉的就労があります。 

 

【菅野委員長】 

 ショートステイも実態としてありますか 

 

【鎌田保健福祉課長】 

 あります。 

厚田はまなす園は元々更生施設でスタートしていまして、今も入所されている方は５０

人くらいでしょうか。生振の里には３０人くらいいます。 

 

【菅野委員長】 

 次に「コミュニケーション支援事業」です。 

これは地域生活支援事業の一つですが、19年度から手話通訳者派遣者件数が増えました

が、何か理由はありますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 障がい者の方が社会参加する機会が多くなったこと、個別派遣ということで病院に行っ

たり就労のためにハローワークに行ったりする方が多くなっています。 

 病院に専属通訳の方がいらっしゃるともっと私共の通訳者を広く色々な形で使えるので

すが。 

 

【菅野委員長】 

 石狩の通訳者の状況はどうなっていますか。 

 

【中川障がい支援課長】  

 登録者は７名で専任を２名置いています。 
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【菅野委員長】 

 大体の需要に応えられる体制になっていますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 まだ不足しています。 

それで毎年講習会をしていますが、登録者として業務を遂行するには相当な力量と経験

が必要になります。 

 

【菅野委員長】 

 当面の課題にもあるとおり、登録手話通訳者等、人材の育成、確保を図るということが

いえることですね。 

 

 次の「福祉タクシー券交付事業」です。これは具体的に利用回数等決まっていますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 １ヶ月に１回外出することを想定して往復で２枚、１枚あたり650円まで使用できます。

それを１２ヶ月で２４枚交付しております。 

 

【菅野委員長】 

 需要はありますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 障がい者自立支援法に基づき療育、精神の新たな対象者も加えました。交付率は７割切

れるくらいです。 

 

【菅野委員長】 

 大変喜ばれている事業のようですが、基準がタクシーの基本料金なので遠出するように

考えていませんよね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 基本的には市内での活動を考えています。札幌の制度と比べられると交通事情が違いま

すので厳しいものがあります。 

 

【菅野委員長】 

 次は「手話講習会の開催事業」です。これは直営事業ですね。障がい者協会と連携をと

られているのですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 手話講習を行うときに講師の部分で協力して頂いています。健常者で手話を教える人間

もいますが、ろうあ者の方にも講習の中で講義をして頂いております。 
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【鎌田保健福祉部長】 

 講師はもっぱら２名の嘱託職員の専任通訳者と登録通訳者の方とろうあ者協会の方です。 

 

【徳田副委員長】 

 手話に従事される専任の法は費用が支払われると思いますが、ボランティアに対して費

用弁償的なものはありますか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 石狩市で行っている場合は当然費用弁償の部分は出していますし、１時間あたり 1,000

円の賃金も出しています。 

 

【徳田副委員長】  

 登録者７名以外ボランティアはどうですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 登録者以外でボランティアをされることは今のところありません。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 手話サークルの方々の個人的なボランティア活動は承知しておりますが、業務として派

遣するのは手話登録者です。 

 

【菅野委員長】 

 今後石狩市として受講者の増員を考えられますか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 段階を踏んで実力をつけていただく部分もありますので、この手話講習会自体を継続し

ていかなければならないという考えで実施しています。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 この講習会の目的は２つあると思います。 

コミュニケーションが取れる環境を広く作ることが一つと、専門的な部分での通訳者を

養成することで２つあると思います。 

 

【菅野委員長】 

 次の「地域活動支援センター運営支援事業」です。 

これはある程度みえる形の事業だと思います。旧石狩には３箇所あると思いますが、厚

田、浜益にはありますか。 

 

【鎌田保健福部長】 

 浜益にはありませんが、厚田には、はまなす園という施設があります。 
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【菅野委員長】 

 これを活動拠点として利用してくということですね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 そう考えております。 

ただ元々小規模共同作業所から流れで来ている部分で、単的に言うと石狩はまなす館と

やすみやは精神障がいを専門としていていますが、地域活動支援センターは基本的に３障

がいを受け入れなければなりません。 

 

【門馬委員】 

 どんな障がいでも受けなければならないのですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 そうです。ところが現状の中ではそういう状況になっていませんので、この３つ、さら

に今以上に増やしていかなければなりません。先ほどもお話ありましたが厚田・浜益には

ないのでそういうことも含めて増やしていかなければと考えています。 

 

【菅野委員長】 

 20年度のセンター受け入れが145と18年度25、19年度33から何倍も増えていますが、

これはどういうことでしょうか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 えみなの関係です。知的障がい者の方で、はまなす園に通っていた方ほとんどを登録し

たので急激に上がりました。 

 

【徳田副委員長】 

 登録された方で実際に通っている方は割合でとしては多いのですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 通っている方は平均して10人くらいです。センター自体も１型から４型まであり、職員

数の配置或いは利用者数が10人以上で３型になり、石狩市は運営助成として補助金を出し

ています。はまなす館とえみなは３型で、やすみやだけ４型で今年から３型に移行するこ

とになっています。 

 

【菅野委員長】 

 成果指標としてこの実態はどうですか。 

 

【堀委員】 

 目標数値の48％は精神が２つあった時から変ってないですね。精神のところでいうと 

手帳が交付枚数ではそんなに増えることはないと思いますが、えみなの対象者はどうして
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も増えてしまいますね。 

 

【菅野委員長】 

 課長の評価は「B」ですが、300％の目標達成率も加味されていることと思います。そう

いう意味では成果指標の目標値が妥当かどうか気になりますが。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 福祉の場合はなかなか数字では評価できませんが、地域活動支援センターは地域の拠点

になっていくと思います。もう一つの相談機能も果たしていただきたいという期待をもっ

た評価となっている部分もあります。 

 

【菅野委員長】 

 次の「障がい者相談支援事業」「ホームヘルプサービス」この施策の最後の２事業です。

実態としては直接市に相談にいくのですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 それが多いです。 

 

【菅野委員長】 

 民生委員を通す場合もありますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 高齢者相談は民生委員に相談しますが、障がい者の相談はあまりありません。地域活動

支援センターもそれなりに相談は受けています。総合相談窓口としてはりんくるだけです。 

 

【徳田副委員長】 

 この事業は課長の優先順位が一番高いと思いますが、具体的に優先して進める場合にど

この窓口にどれくらい増やしたいと想定していますか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 専門的な知識をもった職員を配置した中での相談業務として、りんくるの１階に委託し

て設置しようと動いています。 

 

【徳田副委員長】 

 その他の計画はありますか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 実際に浜益や厚田にあればいいのですが現実的には無理な部分もありますので、ケアカ

ウンセラー等の形の中で対応していくことも今後考えていかなければならないと思ってい

ます。 
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【堀委員】 

 総合計画の中では23年度には７箇所となっていますが、今後の考えとしてはケアカウン

セラーにシフトして場所の設置数としては減らしてく考えですか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 目標値の７箇所については明確ではない所がありまして、活動支援センターも相談窓口

の場所の中で計画の中に盛り込まれたのではないかと個人的には思っています。 

 

【堀委員】 

 本人たちは相談員としての講習は受けていますが、専門性という部分ではなかなか難し

い部分があると話をされていました。相談窓口の設置ということになると、委託される所

も専門性をもって委託されると思いますので、その辺はどうなのかなと思いました。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 恐らく総合的な窓口は専門性が求められますのでこれからも増やせないと思います。そ

うなると地域での日常的な情報提供も含めた、気軽に相談が出来る窓口を拡大する方向に

なると思います。 

 

【中川障がい支援課長】  

 スタッフも資格を持った、民間事業者の方も出てきていますし、そういう意味では民間

活用も合わせた中で増えてきていると思います。 

 

【菅野委員長】 

 次は「心身障害者ホームヘルプサービス」です。 

訪問回数をみますと20年が２回になりますね。 

 

【堀委員】 

 対象者が１人で転出されたので、２回しか訪問出来なかったということでした。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 難病の対象者でそれ以外の方については介護保険の中で対応できているということです。 

 

【中川障がい支援課長】 

 介護保険の中で該当しない方への制度なので、現実には対象者がいなくても、今後出て

くる方のために制度としては残さなければなりません。 

 

【菅野委員長】 

 回数が書いていますが利用者は１人ということですか。 
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【中川障がい支援課長】 

 そうです。 

 

【菅野委員長】 

 今は対象者がいないということですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 これから出てくる可能性はありますので、事業としては残します。現実問題として他の

サービスで救えないのならやらなければならないと思います。 

 

【門馬委員】 

 現実に居なくても、事業としては存続せざるを得ないと。 

 

【菅野委員長】  

 他の制度の中で対応は出来ないのですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 これから自立支援法の部分で制度が変りますので、その中で対象として救っていただけ

るのであれば事業としてはいらなくなると思います。 

 

【徳田副委員長】 

 この事業がなければ道からの補助金は得られないのですか。例えば他の事業に盛り込ん

でとか。 

 

【中川障がい支援課長】 

 それは出来ません。 

 障がい者自立支援の中で難病者を受け入れていればいいのですが、対象になっていない

ので。廃案にはなってしまいましたが改正の中では入ってくる可能性はありました。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 廃案になった中にも入っていましたので、おそらく踏襲されるのではないかと期待はし

ています。 

ただ、障がいというのは幅広くなってきていますので、制度の狭間に居る方が出てくる

可能性が大きいのですが、そういう意識は常にもたなければならないと思っています。 

 

【菅野委員長】 

 それでは施策「地域福祉の充実」の「献血推進事業」に入りたいと思います。 

20年度の成果指標をみますと全体的に良い結果が出ていますね。行政はどのように関わ

っていますか。 
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【鎌田保健福祉部長】 

 市民にＰＲして協力をお願いしています。 

 

【菅野委員長】 

 次に「包括的継続的ケアマネジメント事業」です。これは職員のスキルアップのための

事業ですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 職員というか介護支援専門員のスキルアップです。 

 

【門馬委員】  

 介護保険法が改正されて創設された事業とありますが、自治体としてはやらねばならな

い事業ですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 そうです。必須事業です。 

 

【菅野委員長】 

 対象の220人の根拠は何ですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 単純に民生委員は 130人ほどで、関係団体職員はそんなに多くはありません。介護支援

専門員は100人くらい居ると思います。 

 

【菅野委員長】 

 具体的には研修会の開催が主ですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 全体的には研修会が主になっています。 

それから地域ケア会議が年に１、２回、全体の会議がありますけれども、それ以外の部

分では各支援事業所に入ってくる困難事例等が結構ありますので、それの検討する専門部

会があります。 

 

【堀委員】 

 年数がまだ浅いと思いますし必要な事業だと思います。 

 

【座主委員】 

事業コストで国と一般財源とその他とありますがその他とはなんですか。 
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【鎌田保健福祉部長】 

 介護保険料です。 

 

【菅野委員長】 

 課長の評価は「Ｃ」ですが、全体ではもう少し高い評価でもいいと思いますけど。 

 

 次は「社会福祉協議会運営支援事業」です。石狩には公益法人で社会福祉協議会はあり

ますが、地区社協はありますか。 

 

【鎌田保険福祉部長】 

 あります。 

例えば花川北地区でいうと会館運営単位で作っています。主にふれあい給食とかをやっ

ています。１年に何回か高齢者の方を集めて食事会をするのが主ですね。あとは社協事業

に対する協力支援等を行っています。 

 

【菅野委員長】 

 社協に委託している事業の一般財源は協議会運営のための費用なのか事業に伴った費用

なのでしょうか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 事業は別に委託という形で行っていますので、あくまでもこれは協議会運営のための費

用です。 

 

【菅野委員長】 

 職員の派遣はしていますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 １人しています。 

 

【門馬委員】 

 職員は全部でどれくらいいますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 石狩市の社協は今年から浜益の介護施設も運営するようになりましたので、各事業所の

職員を含めたら100人を超えると思います。本体は30～40人くらいです。 

 

【菅野委員長】 

 社協の活動は地域福祉には絶対必要で、中身によっては福祉にどれくらい力を入れてい

るかのバロメーターだと思います。 

 地区社協の設置で空白地域を埋めることによって、どんなことがより良くなるのでしょ
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うか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 地域福祉を推進する実行部隊の地域の母体となるものと思っております。 

 

【菅野委員長】 

 地区社協は位置付けされているものですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 社協の運営方針の中に入ってはいると思いますけれども。 

 

【堀委員】 

 厚田には３ヵ所ありますが浜益にはないのですね。地区社協がない浜益で不都合なこと

はありますか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 今のところはないと思います。歴史的な部分も含めて、浜益の中で自主的に動いている

部分もありますから、浜益は地区社協に拘る状況にはなっていません。地域の実状に適し

たものを考えて協議している最中です。 

 

【門馬委員】 

 自治組織がきちんと機能しているところには作る必要は無いという考え方ですよね。 

 

【菅野委員長】 

 次に「民生委員児童委員連合協議会運営支援事業」です。 

民生委員はある程度年配の方が多いのですか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 年配の方というより最近多くなってきているのはご婦人です。現役世代の年齢が伸びて

いますので中々男性の方にやってもらうのは難しくなっています。 

 

【座主委員】 

 この事業に対する国の負担はないのですか。厚生労働省所管ですよね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 これは道支出金の中に含まれていると思います。 

 

【菅野委員長】 

 民生委員は民生委員法に基づいて行われていますが、児童委員もその法律に位置付けさ

れていますか。 
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【鎌田保健福祉部長】 

 同じ法律の中に位置づけされています。 

 

【菅野委員長】 

 次に「遺族会運営支援事業」です。 

遺族会は永遠に続くという印象を受けたのですが。 

 

【堀委員】 

 会を継続するのは構成している人たちの意思なので私達がどうこう言うことではないと

思うのですが、それに行政がどうかかわるかということですよね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 その辺の考え方は平和の尊さや大切さをどう引き継いでいくかが行政の関わりの１番の

ポイントだと思います。遺族会は一つの象徴として活動していますが、個人的には遺族会

自体が存続していくのかなという気はしています。 

 

【菅野委員長】 

 遺族会の運営支援は市として、公平な行政の姿勢なのかどうか疑問に思います。平和事

業として位置づけして行っているというのは無理がありますね。 

 

【門馬委員】 

 行政がなぜこの事業をやるのかという部分で、平和事業だとすれば別な事業を立てても

良いのではないかなと思います。 

 

【徳田副委員長】 

 遺族会は戦争を忘れないことが目的で形成されているのであれば、市が直接関与するか

は別として別なところで継続してもいいのかなと思います。 

 

【菅野委員長】 

 私は遺族じゃなくても平和を伝える人は沢山いると思うので、遺族に限定するから少し

疑問に思います。 

 

【堀委員】 

 遺族会の目的としてはいいのです。 

会は会として存続して、自分達で慰霊祭などをやるのは構わないことだと思いますが、

市が平和事業の一環として行うというところが、理屈付けとしては苦しいのかなと思いま

す。遺族会の意志として市が行う平和事業に参加するというのであればわかるのですが、

遺族会の目的と市の重点的に取り組んだ内容が平和記念事業というところが少し違うのか

なと思います。 
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【鎌田保健福祉部長】 

 平和に関する事業、「平和の灯火」は所管が変ってしまったのですが、そこで行うときに

遺族会にも出席していただいています。元々市で実施していた追悼式を止めてこの平和事

業に移行した経緯の中では、中々遺族会との整理がついていないというのが実態です。 

 

【菅野委員長】 

 追悼式は元々は行政が主体となって行っていたんですが、遺族会の代表の方が参加して

やっていますね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 行政としては追悼式はやめましたけれども、今は浜益区の遺族会と石狩の忠魂碑の前で

簡略なものですが行っています。 

 

【事務局：中西主査】 

 本日予定していた２つの施策に関する関連事業については以上ですが、福祉総務課所管

で「アイヌ福祉事務」がありますので、もし確認事項がありましたらお願いします。 

 

【菅野委員長】 

 この事業は具体的に住宅貸付事業を行ない、奨学金は道の制度の受付機関という位置付

けですね。住宅貸付は実質的には市単独で行っているのでしょうか。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 今は具体的に償還受付だけで新規はないです。 

 

【菅野委員長】  

 道が主体となってアイヌ施策を色々やっていますが、市町村でのアイヌ施策というのは

難しいですよね。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 難しいと思います。アイヌの方に対する施策は国できちんと決められて、あとは自治体

がどうするかという部分になっているかと思います。 

 

【菅野委員長】 

 住宅貸付の新規申込みはないのですか。 

奨学金はあるのですが、住宅貸付の実績がないですね。 

 

【中川障がい支援課長】 

 新規の貸付はないのですが、償還がされていないところがあります。 
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【菅野委員長】 

 直貸しをしたということですか。 

 これは２５年と長期ですが、そのほかにも市で融資関係の事業はありますか。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 融資だと中小企業特別融資が１番古いです。 

 

【事務局：中西主査】 

 基本的にこれだけ長期の貸付事業は住宅関係しか考えられません。 

 

【菅野委員長】  

 これからのアイヌ施策というのはアイヌ文化に関する部分も入ってくると思いますが。 

 

【鎌田保健福祉部長】 

 実は昨年辺りからアイヌ系の市民の方から、儀式をやりたいという話は聴いています。

保健福祉部では貸付関係はやっていますが、国等の動きに合わせてアイヌの方に対する行

政の窓口を作らなければならないと思い、内部的には調整を図っているところです。 

 

【菅野委員長】 

 それではこれでヒアリングを終了します。 

 

～休憩～ 

 

「７－１」 

【菅野委員長】 

 「アイヌ福祉事務」ですが、これは制度として残す必要はないと思うのですが。 

 

【徳田副委員長】 

 住宅新築は申請件数がないのでやらなくてもいいかなと思いますが、進学奨励補助金に

ついてはありますので必要なのかと思います。 

 貸付実態がないので基本的には制度廃止という意見を付け、評価は「良好と言い難い」

というより「問題がある」の「Ｄ」評価かと思います。 

 

「５－１」・「５－２」・「５－３」 

【菅野委員長】 

 次は「介護訓練給付事業」「更正医療給付事業」「補装具給付事業」ですが、これは支援

制度の一般的な業務となっています。実態としては、特別上乗せや足切りもないようなの

で、制度全体としては特別な評価ではなく一般的な評価になると思います。「Ｂ」評価とい

うことでよろしいでしょうか。 
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「５－４」 
【菅野委員長】 
 「日常生活用具支援事業」はどうでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
同じでいいような気がします。 
 
【菅野委員長】 
「Ｂ」評価とします。 
 
「５－５」 
【菅野委員長】  
 次は「コミュニケーション支援事業」です。 
この事業は手話講習会事業などと連動していますよね。そういうところから見てどうで

しょう。 
 
【徳田副委員長】 
 特別よく行われているわけでもないですね。 
 
【堀委員】 
 事業課題に依頼が増えたことが書いてありますが。 
 
【菅野委員長】 
 たぶん需要があれば徐々に体制を合わせていくようになっていると思います。急に不足

が出たからといってすぐ対応できない場合もあるので、それだけでの判断はなかなか難し

いですね。ある面では粛々とやらなければならないですね。 
 
【門馬委員】 
 手話というのは聴覚障がい者を対象にしたサービスですが、視覚障がい者に対するサー

ビスはありますか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 これまでは、障がい者団体から要望があってから行政が動き出すということが多かった

のです。聴覚団体は以前からあったのですが、視覚の場合はありませんでした。ただ去年

視覚の団体が出来まして、これからは具体的に行政としても対応していかなければならな

いと認識しております。20年度の場合は具体的な要望が出てきていませんでした。 
 
「５－６」 
【菅野委員長】  
 次は「障がい者福祉タクシー券交付事業」です。 
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これは２０年度から重度障がい者に対する対象拡大を図ったわけですが、利用者の利用

枚数が目標に対して６５％となっています。こういう制度に対して皆さんどう思いますか。 
 
【門馬委員】 
 利用する側としては増やしてほしいという要望はあるでしょうが、財政状況との関連が

あるのでそうはいかないでしょうね。 
 
【菅野委員長】 
 制度としては「Ａ」でよいと思います。 
 
「５－７」 
【菅野委員長】 
 「身体障がい者福祉協会等運営支援事業」です。 
基本的に団体の自主運営でしょうから行政がどこまで入れるかという難しい問題もりま

すね。 
 
【徳田副委員長】 
 ６団体で６０万円くらいですから１団体１０万円くらいですね。 
 
【菅野委員長】 
 実態がわからない部分もありますが、妥当な支援でしょう。 
 「Ｂ」評価にしたいと思います。 
 
「５－８」 
【菅野委員長】 
 次に「手話講習会開催事業」です。 
手話人口の拡大にはよかれと思いますが、目標に対して実績値は大分低いですね。 

 
【堀委員】 
 ２０年度に予定していた講座等は一部出来なかったみたいですね。 
 

【門馬委員】 

 平成８年度のスタートに参加していた人が終了してしまったら参加者は増えないかもし

れないですね。 

 

【菅野委員長】 

 小中学生に向けた手話講習会を開催するという方向ですが、少しでも受講者を増やす、

底辺拡大の要素ということでしょうね。 
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【門馬委員】 

 聴覚障がい者に対する支援ばかりが特化している気がします。声を上げない、即ち団体

として結成されていないところには支援しないというのは行政としてどうかと思います。

この講座も成果をあげているなら評価しますが、うまくいっていないようなのでこれにつ

いては疑問符がつきます。 

 

【菅野委員長】 

 見方としては手話の場合は歴史があるので今後とも拡大充実を図ることは大切なことで

すが、遅れている方にもより良い施策を推すことも大切ですね。 

 

【徳田副委員長】 

 「コミュニケーション支援事業」の評価意見のところで、視覚障がいへの対応も具体的

に考える必要もあるという意見はあってもいいですね。 

 

【門馬委員】 

 社会参加のための支援体制の充実というこの施策をみると、随分聴覚障がい者に対する

配慮は厚いけれども、他の障がいに対する支援体制がそれでいいのかと事務事業の項目だ

け見ると受け取れます。 

 

【菅野委員長】 

 手話講習会の２０年度の実態がなかったことをどう評価するかですが。 

「問題がある」か「良好とは言い難い」のどとらかだと思いますが。 

 

【門馬委員】 

 私は「問題がある」と思います。 

 

【堀委員】 

 私は聴覚障がいに特化しているようにはあまり思わないです。聴覚障がいの学校に行っ

たときに手話を使わせないで口話術を使うようにという学校が多いですが、我々との会話

の一つの手段として必要かと思います。 

 

【菅野委員長】 

 評価は「Ｃ」にします。 

 

「５－９」 

【菅野委員長】 

 次に「地域活動支援センター運営支援事業」です。 

成果指標にある受け入れ人数の増加は、知的障がいの支援センター「えみな」のオープ

ンに伴い増えたということです。数字だけで判断できませんが、対象の方の活動拠点が増

えることは大変いいことですね。 
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【徳田副委員長】  

 まずまずやっているという部分と、まだ不足していると考える部分もあります。 

 

【菅野委員長】 

 バランスの問題ですね。ある程度公平にやらなければなりませんから。 

 

【座主委員】 

 センター経営の目標値が１施設増えることに、前年度と同じ目標値というのは行政とし

てどうなのかと。結局必要と思われるから施設を増やすわけですから。 

 

【菅野委員長】 

 成果指標の数値が具体的になってくると期待はしています。 

 

【徳田副委員長】 

 ある程度高い目標値で評価したいのですが低い目標値で達成したと言われてもどうかと

思いますが。 

 

【座主委員】 

 条件が変っているわけだから目標値も変えないとおかしいと思います。 

 

【徳田副委員長】 

 登録者数だけではなくどういう実績をあげているかをもう少し知りたいです。 

 

【菅野委員長】 

 評価は「Ｂ」にします。 

 

「５－１０」 

【菅野委員長】 

 次に「障がい者相談支援事業」です。 

これは相談件数が増加傾向にあり、体制整備が必要ということですが。 

 

【門馬委員】 

 今のところ１ヵ所しか相談窓口がないですね。 

 

【堀委員】 

 総合相談窓口を今後もう１ヵ所設置していくとなれば評価はある程度あるのかもしれま

せんが、今の段階で「Ｂ」評価はどうなのかと思います。 

 

【菅野委員長】 

 当初計画では窓口が必要となっているが、計画は進んでいないということですね。 
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【座主委員】 

 設置目標箇所数を 3ヵ所から４ヵ所にしていますが、この間 1ヵ所も増えていないのに

また目標を５ヵ所にするというのはどういうことなのでしょうか。 

 

【菅野委員長】 

 当初計画はどうなっているのでしょう。 

 

【門馬委員】 

 不思議なことに平成１７年度の実績が２ヵ所あったのに1ヵ所減っています。 

 

【事務局：岡林課長】 

 その当時は窓口があるというカウントをしたのです。自立支援法が平成１８年７月から

施行された時点で、要件を満たした相談窓口の数にカウント方法を切り替えたということ

なので、支援センターにも窓口として設置されるという想定で目標値を増やして設定した

わけです。 

 

【事務局：中西主査】 

 実質的には支援センターの数と窓口の数を足したのが当初の計画だったということで考

えるとよいのかと思います。１８年に制定された自立支援法で窓口の考え方が変わったの

かなと思います。 

 

【菅野委員長】 

 どちらにしてもいい状態には捉えられません。 

  

【堀委員】 

 支援センターの中の相談は最終的な問題解決まで結びついていなくて、専門の人がいる

相談窓口の必要性は言われてきたことなので、私も相談窓口が 7ヵ所できるとは思ってい

ませんので、総合相談窓口が１つできることはよいと思いますが、最終解決に結びつく相

談窓口が１つでは不足だろうと思いますので「C」かなと思います。 

 

【菅野委員長】  

 「Ｃ」ということで。特に窓口の体制拡充の必要性を触れましょう。 

 

「５－１１」 

【菅野委員長】 

 次に「心身障がい者ホームヘルプサービス事業」です。 

これは市の単独事業ですか。 

 

【佐々木企画経済部長】 

 道からの交付金が入っています。 
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【菅野委員長】 

 支援法の規定ではないのですか。 

 

【門馬委員】 

 支援法から外れる難病患者ですね。 

 

【菅野委員長】 

 今対象者がいないのですが、これも評価の対象にしますか。 

 

【事務局：佐々木部長】 

 問題は施策をどうするかですので、全部評価しなくてもいいのではないでしょうか。 

 

【門馬委員長】 

 施策では大きな位置付けではないと思います。 

 

【菅野委員長】 

 対象者不在のため評価はしないことにします。 

 

「６－１」 

【菅野委員長】 

 次に「献血推進事業」の評価は全体的には成果指標の達成率が９５％～９９％ですね。

これは極めて高いので評価は「Ａ」でよいですか。 

 

【徳田副委員長】 

 数字からみると「Ａ」ですが、目標値の設定がこれでよいのかという疑問があります。 

 

【菅野委員長】 

 石狩市が独自に設定したわけではないと思います。 

 

【事務局：中西主査】 

 事業の背景のところに書かかれていますが、赤十字センターから割り当てられた数値で

す。 

 

【菅野委員長】 

次に「包括的継続的ケアマネジメント事業」です。 

 

【堀委員】 

 事業自体はいいと思います。ただ課題にもありますように制度の体制からケアマネの会

議に参加する時間帯を確保するのは難しいのかなと思いますが、継続していく必要のある

事業だと思います。目標に達していないので「Ａ」評価にはならないと思いますが。 
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【菅野委員長】 

 講習を受ける側の都合により参加できないという理由があると思います。それはどのよ

うに判断するべきでしょうか。制度的には必要だと思います。専門性を高めるために研鑽

を積むという事業ですから、受ける側が受けやすくするにはどうゆう風にしていくかとい

うことになると思いますが。 

 

【門馬委員】 

 実態だけの問題じゃないですから。 

 

【堀委員】 

 制度の問題なので。 

 

【菅野委員長】 

 それはやはり、講習の時間を変えるだとか工夫するということでしょうね。 

「Ｂ」でよろしいでしょうか。 

 ほかに意見をつけるところはありますか。 

 

【徳田副委員長】 

 スキルアップは必要ですので何とか考えてほしいと思います。 

 

【門馬委員】 

 参加しやすい方法ですね。 

 

「６－３」 

【菅野委員長】 

 次に「社会福祉協議会運営支援事業」です。 

 地区社協の空白地帯を解消して、地域の中に社協の活動を浸透させることによって、よ

り良い社協活動が展開されることなのでしょう。そういう観点からみると地区社協がまだ

十分ではないと言えます。自己評価は高いと思います。 

 

【堀委員】 

 会員数が19年から20年で500人以上減っていますが、会員数の考え方は世帯数ですか。 

 

【事務局：中西主査】 

 １世帯１人の考えです。 

 

【菅野委員長】 

 地区社協がまだ脆弱ですから、それに対しての課題はあると思います。ただ活動自体は

いいと思っています。 

 社協の必要性は高いということで「Ａ」にしましょう。地区社協の拡大が課題としてお
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きましょう。 

 

「１０－４」 

【菅野委員】 

 次は「民生委員児童委員連絡協議会運営支援事業」です。 

民生委員には手当て支給するのですか。 

 

【事務局：中西主査】 

 実質的には費用弁償的なものです。 

 

【堀委員】 

 研修会に出る機会が減少していることが書かれていますが、民生委員の人たちも地域の

中の相談業務など多様化してきていることを考えると、研修機会は確保すべきだと思いま

す。 

 

【門馬委員】 

 それも財源が不足しているという理由もありますよね。 

 

【堀委員】 

 それぞれの地域に出て行ってしまうと金額がかかるので、石狩市の中での研修機会を考

えていかれるのがよいのではないでしょうか。 

 

【門馬委員】 

 研修を工夫して経費を効率的に使うことも言った方がいいと思います。 

 

【菅野委員長】 

 それでは「B」と評価して、研修参加の減少も工夫により効率化を図るべきということと

したいと思います。 

 

「１０－５」 

【菅野委員長】 

 次に「遺族会運営支援事業」です。 

これは止めるべきと判断する必要はあるでしょうか。 

 

【門馬委員】 

 廃止すべきとはしないまでも、行政として遺族会の活動に補助金を出すことについては

再度検討すべきではないでしょうか。 

 

【菅野委員長】 

 制度を創設してから４０年以上も経っていますので、このあり方については再検討すべ
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き時期ではないでしょうか。「Ｃ」評価でよいでしょうか。 

 

「１０－６」 

【菅野委員長】 

 次に「石狩市保護司会運営支援事業」です。 

実績としては増えています。 

 保護司の活動が極端に増えたり減ったりはしないと思いますが、案件が増えれば１人が

受け持つ案件が増えてくると思うので、難しくなるのかもしれません。評価は「Ｂ」でい

きたいと思います。 

  

総合評価は皆さんの意見を基本的に参考にしまして、私が観点別の評価を仕上げ、皆さ

んにまとめてお示ししたいと思います。 

 

それでは本日はこれで終了いたします。 

  

 

 

 

 

 

平成２１年１１月 ５日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


