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委員会 一般質問 議案の審議結果

　町内では、子育て世帯の移住増加などにより保育ニーズが高まっており、太美地区

にある認定こども園おとぎのくにでは、今後の児童数の推移を見据えて、国や町の補

助金を活用して、新園舎建築を進める方針です。

認定こども園おとぎのくに　新園舎建築へ

　　チャイルド・ファースト　子育てしやすいまちへ向けて
特　集特　集

現時点でおおよ

その図面や計画

が出ていないと

間に合わないようなスケ

ジュールであるが、町教

委から事業者に対して、

新しい園舎整備に係り、

どのような要求や要望を

しているのか。

●○問 ●○答
待機児童が出る

恐れについて協

議する中で、建

て替えという話になっ

た。その際に、あそびの

ひろばや一時保育などの

スペース確保、ゼロカー

ボンを考慮してほしいと

いう意向を伝えている。

おとぎのくに新園舎建築
公私連携型「認定こども園おとぎのくに」園舎整備

民生費

事業者との協議

が、定員が何人

で こ れ だ け ス

ペースが必要というレベ

ルのものになっていない

か。地域皆で応援できる

園舎づくりのために、よ

り緊密な協議が必要かと

思うが、今後の予定は。

●○問 ●○答
短いスケジュー

ルではあるが、

この中で町の意

向を伝え、当別町らしい

園舎のために、事業者と

密に協議を行っていきた

い。

公私連携で良い建物を
公私連携型「認定こども園おとぎのくに」園舎整備

民生費

園舎整備費につ

い て、 総 事 業

費が約 9.6 億円

で、国の補助金を活用す

ると、町負担が 12 分の

１の約 8,000 万円となる

ということか。

●○問 ●○答
国 の 補 助 金 に

は、 町 負 担 が

12 分の１にな

る部分と４分の１にな

る部分があり、合算す

ると町負担が約 8,000 ～

9,000 万円と試算してい

る。

国の補助と町の負担
公私連携型「認定こども園おとぎのくに」園舎整備

民生費

事業者主体では

なく、公私連携

型 で あ る の な

ら、役場庁舎建て替えの

議論と同様に、ゼロカー

ボンやバリアフリー、災

害に強い、利便性が良い

ことなどについても考慮

してほしい。

●○問 ●○答
ゼロカーボン等

について、当然

町としては新し

い施設に導入していきた

いと考えている。現在、

事業者において新園舎の

設計等を進めているた

め、導入を検討するよう

伝えていきたい。

ゼロカーボン導入も
公私連携型「認定こども園おとぎのくに」園舎整備

民生費

建て替えに係る

国の補助金を申

請する前に、現

園舎の無償譲渡や乳児室

の拡大工事を行うとのこ

とだが、何か影響はない

のか。

●○問 ●○答
令和５年度に、

０歳児などの受

け入れ枠が不足

する恐れがあるため、ま

ずは早急に現園舎の改修

が必要となる。改修は、

現園舎を無償譲渡した

後、事業者が執り進めて

いく。

現園舎の改修工事
公私連携型「認定こども園おとぎのくに」園舎整備

民生費

～園舎整備スケジュール～

令和５年１月　　　事業者へ現園舎の無償譲渡

　　　　１～３月　事業者にて乳児室拡大工事

　　　　４月　　　園舎建て替えに係る補助金申請

　　　　５月　　　事業者にて園舎建築工事入札

令和６年３月　　　園舎完成

　　　　４月　　　新園舎開園

現在の園舎
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委員会 一般質問 議案の審議結果

給食費改定　　保護者負担は

保護者への負担

転嫁を検討中の

ようだが、全国

で無償化等の話がある中

での値上げは、移住促進

の上でマイナスのメッ

セージになるのでは。町

教委と町長部局で協議し

最大限努力してほしい。

●○問 ●○答
給食の食材は保

護者が負担する

ことになってお

り、今回の改定は給食セ

ンター運営委員会の答申

を受けての判断。保護者

へ負担をそのまま転嫁す

るかは、町長部局としっ

かり詰めていきたい。

給食費の改定
学校給食費

教育費

　　チャイルド・ファースト　子育てしやすいまちへ向けて

おかずなどの副

食費の割合が落

ちてきている。

子どもは副食を楽しみに

しているので、地元食材

を使うなどして、地域で

副食を充実させるべき。

給食へ積極的にもっと力

を入れて取り組んでは。

●○問 ●○答
子どもたちの笑

顔や食育はまち

づくりにつなが

るなど、給食は大変重要

なものである。予算はこ

れからの検討となるが、

町教委として最大限努力

して取り組んでいきた

い。

子どもの笑顔のために
学校給食費

教育費

子どもプレイハウス委託　成果と課題

委託は令和４年

度からの初めて

の取り組みで、

将来的な長期契約に向け

て、まずは１年契約して

いた。全体的には評価し

ているとのことだが、現

時点で何か課題はあるの

か。

●○問 ●○答
アンケートの結

果、おやつの満

足度、保護者へ

の子どもの様子の伝達度

については、改善が必要

と考えている。改善策を

受託事業者と一緒に考え

るように協議を進めてい

る。

プレイハウス民間委託
プレイハウス利用者アンケート結果

民生費 民生費
外遊びできなかった理由

プレイハウス利用者アンケート結果

夏の一定期間、

受託事業者の指

示により、子ど

もたちは外遊びができな

かったと聞いたが、どの

ような理由だったのか。

●○問

●○答
７月下旬から８

月末まで、暑さ

でマスクを外す

ことによる感染リスク回

避のために外遊びを自粛

したと聞いている。長期

にわたっているコロナ禍

では、日々対応策も変わ

るため、今後の活動につ

いても事業者と十分に協

議していきたい。

　町教委では、昨今の物価高騰を受け、給食に安価な食材を使うなどの工夫をしてい

ますが、給食栄養摂取基準を満たすのに苦労しています。給食費を約７％引き上げる

と提案されましたが、保護者負担については最大限努力して調整するとのことでした。

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中学生 直近の改定時期

千歳市 247 円 266 円 304 円 平成 26 年度

当別町 249 円 255 円 261 円 317 円 平成 26 年度

新篠津 255 円 259 円 263 円 302 円 平成 30 年度

石狩市 253 円 260 円 266 円 326 円 令和 4 年度

恵庭市 265 円 270 円 275 円 337 円 令和 3 年度

北広島市 283 円 286 円 289 円 342 円 令和 2 年度

江別市 289 円 292 円 295 円 351 円 令和 2 年度

石狩管内市町村の１食あたりの給食費（令和４年度）
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子育て世帯へ　物価高騰対策

委員会 一般質問 議案の審議結果

民生費
子育て世帯への補助金
子育て世帯原油価格 ･ 物価高騰対策事業 7,062 万円

予算総額 7,000

万円とのことだ

が、町のお金を

持ち出して、高校生まで

対象にできないか。

●○問

●○答
国からの交付金

は約 5,600 万円

で、差額は町の

一般財源となる。これま

での交付金や財源などを

総合的に検討した結果、

今回の事業提案となっ

た。今後、同様の施策が

実施される場合において

も、交付金の使途に合わ

せてしっかりと検討して

いく。

新型コロナウイ

ルス感染症対応

地方創生臨時交

付金について、今回は子

育て世帯への補助事業に

使うとのことだが、どの

ような考え方でこの交付

金の対象としたのか。

●○問 ●○答
本交付金の使途

として、以前は

コロナの影響を

受けた事業者へ充てるも

のとされていたが、今回

は広く住民に対応すべき

という使途が国から示さ

れており、子育て世帯へ

の支援とした。

コロナ交付金の使い方
子育て世帯原油価格 ･ 物価高騰対策事業 7,062 万円

民生費

11 月と 12 月の

状況報告を聞い

て、新型コロナ

による死亡者数が非常に

多くなってきている印象

があるが、当別町の実態

はどうなっているのか。

●○問 ●○答
2022 年 9 月 26

日に北海道が全

数届出の見直し

を行って以降、市町村別

の感染者数の公表は限定

的となり、死亡者につい

ては、市町村別の公表は

されていない。

感染者状況の把握は
新型コロナウイルス感染状況

民生費

町内にある風力

発電計画は、住

民との合意形成

が図られておらず、町と

しても推進できないよう

だが、2050 年までの本

計画に掲載がないという

ことは、町内では風力発

電は行わない考えか。

●○問 ●○答
合意形成が重要

であり、合意形

成が図られてい

ない事業は推進できな

い。当別は風力のポテン

シャルが比較的高いエリ

アもあるが、景観や健康

被害の懸念から十分注意

するよう掲載している。

風力発電は含めないのか
当別町ゼロカーボン推進計画（素案）

計画

感染者数の把握

本会議
質　疑

金額を下げ対象を広げては
子育て世帯原油価格 ･ 物価高騰対策事業 7,062 万円

児童手当基準で

対象を選んだこ

とや今回の金額

の根拠は。支給額を下げ

れば、同じ予算で 18 歳

まで支援できるのでは。

●○問

●○答
次代の社会を担

う児童の健やか

な成長に資する

という児童手当の趣旨を

尊重し、今回の交付金を

最大限活用したもの。交

付金は、今後どのような

形で給付されるか不明だ

が、そのようなことも十

分検討していきたい。

　原油価格・物価高騰による子育て世帯の負担軽減を目的として、町内の中学生以下

の児童がいる世帯を対象に、児童１人あたり５万円を支給する「子育て世帯原油価格・

物価高騰対策補助金」について説明がありました。国の新型コロナ対応交付金を活用

することや、対象を高校生まで拡大できないかなど多くの議論が交わされました。

＜子育て世帯原油価格・物価高騰対策補助金＞
●支給対象者

　令和５年１月３１日時点で町の住民基本台帳に登録

　されている中学３年生以下の児童を養育する保護者

●給　付　額

　児童１人あたり５万円（対象児童数 1,400 人）

●支　給　日

　令和５年２月７日（火）

●そ　の　他

　児童手当を職場から受給している保護者、所得制

　限により児童手当を受給していない保護者は申請

　が必要。

ゼロカーボンへ向けて


