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 ○会議に付した事件等 

   １．議  題 

    (1) 陳情第３号 高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求める陳情 

    (2) 第２号議案 国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案 

    (3) 第５号議案 国立市児童育成手当条例の一部を改正する条例案 

    (4) 第６号議案 国立市心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例案 

    (5) 第７号議案 国立市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案 

    (6) 第８号議案 国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案 

    (7) 第９号議案 国立市介護保険条例等の一部を改正する条例案 

    (8) 第11号議案 平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

    (9) 第12号議案 平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案 

    (10) 第14号議案 平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第３号）案 

    (11) 第15号議案 平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案 

    (12) 第23号議案 平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

    (13) 第24号議案 平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案 

    (14) 第26号議案 平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第４号）案 

    (15) 第27号議案 平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）案 

   ２．報告事項 

    (1) 生活保護業務に係る事務処理について 

    (2) 国立市地域医療計画の策定状況について 

    (3) 国立市における待機児童の解消に向けた取組について 

    (4) 幼児教育推進プロジェクトの取組状況と今後の方向性について 

    (5) 国立市社会福祉事業団の設立に向けた取組について 

 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

陳 情 第 ３ 号 高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求

める陳情 

３１.３.１５ 

不 採 択 

第 ２ 号 議 案 国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例

案 
３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第 ５ 号 議 案 国立市児童育成手当条例の一部を改正する条例案 

 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第 ６ 号 議 案 国立市心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例案 

  

３１.３.１５ 

原 案 可 決 
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番    号 件           名 審 査 結 果 

第 ７ 号 議 案 国立市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案 ３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第 ８ 号 議 案 国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条

例案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第 ９ 号 議 案 国立市介護保険条例等の一部を改正する条例案 ３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第１１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

（歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第１２号議案 平成３０年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第１４号議案 平成３０年度国立市介護保険特別会計補正予算（第３

号）案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第１５号議案 平成３０年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第２３号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

（歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第２４号議案 平成３０年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第２６号議案 平成３０年度国立市介護保険特別会計補正予算（第４

号）案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 

第２７号議案 平成３０年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）案 

３１.３.１５ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【望月健一委員長】 おはようございます。今期 後の福祉保険委員会でございます。福祉保険委

員会におきましては、子供の問題、しょうがいしゃの皆様の問題、高齢者の皆様の問題、さまざまな

質疑がなされております。今期の福祉保険委員会におきましては、大和議長を初め、石井伸之委員、

石井めぐみ委員、青木淳子委員、住友委員、上村委員、各委員の大変質の高い闊達な議論を聞きなが

ら、私も大変参考になり、勉強をさせていただきました。特に、印象に残っているのは温浴施設の件

でございます。委員会一丸となって、また、その当時、藤崎健康福祉部長を初め、市当局の皆様、力

を合わせ一丸となってこの問題を解決できたことは、私にとっては大変思い出深い出来事でございま

す。今後ともしっかり住民福祉の向上に向けて、各委員さんとともに力を合わせて頑張っていきたい

と思います。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから福祉保険委員会を開きます。 

 それでは、議題に入ります。 

 初めの議題であります陳情第３号の審査に入ります前にお諮りいたします。陳情第３号高齢者保養

施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求める陳情と第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関

する条例を廃止する条例案は、関連いたしますことから、この２件を一括議題とし、審査方法は先例

に倣い、陳情第３号から審査することとし、陳情者からの趣旨説明及び陳情者への質疑を行った後、

第８号議案の補足説明を受け、一括して当局への質疑及び討論を承ります。なお、採決は別個採決の

扱いにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(1) 陳情第３号 高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求める陳情 

 議題(6) 第８号議案 国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案 

○【望月健一委員長】 陳情第３号高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求める陳情

と第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案を一括議題といたします。 

 初めに、陳情者から趣旨説明をしたいとの申し出がありますが、これを受けることに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。なお、趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【小板橋義男陳情者】 おはようございます。まず 初に、お礼を申し上げたいと思います。この

ような貴重な時間をいただきまして、とても光栄です。ありがとうございます。 

 私は、東４丁目の古い民間のアパートに１人で生活している、年金だけの生活をしている老人です。

昭和13年生まれの80歳で、来月で81になります。 

 まず、旅行なんですが、１人で旅行へ行くなんていうのはとても今できないので、団体に参加して

行っていますが、今、大体２万円ちょっと超えるんですよね、団体旅行でも１泊４食で。それでその

助成5,000円があると非常に助かるんです。２万円以内で行けますから非常に助かります。それで、

その団体では、29年度は27人で10万5,000円、それから30年度では、昨年ですけれども、20人で９万

1,000円、助成を受けています。みんなとても喜んで、その5,000円を当てにして旅行に行っているよ

うな状態なので、まず、旅行のほうはぜひとも続けていただきたい。 
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 それから、ふれあい牛乳の件ですが、これは栄養とかそういうものよりも、安否確認のほうが非常

に強いんです。私の知り合いでも、２回牛乳を取っていなかったので、入ったら倒れていたというこ

とで、今、月水金の３回配達されています。私なんかの場合ですと、曜日がわからないとか、日にち

がわからないとか、よく高齢者の認知症の前期みたいなものがありますけれども、月水金ですから、

あ、きょうは牛乳の配達だなというので非常に助かっています。そういう意味でも安否確認で非常に

助かっておりますので、これも続けてもらいたい。 

 それから、入浴券ですけれども、これは非常にすぐれものなんです。東京都内全域どこでも使える

んです。今、国立市では銭湯が１軒しかないんですが、その１軒がことしの４月から、来年の４月ま

で１年間休むんですよね。改修して、来年の４月から、また新しく立派にしてやるというようなこと

を今銭湯で計画しています。その間、立川とか国分寺、府中、そういうところを紹介してくれている

んです、今現在、鳩乃湯で。１年たちますとできますので、１年間ちょっと我慢すれば、また、あり

がたく使わせていただけるので、ぜひともこれも続けていただきたい。 

 それから、 後の入院見舞金、私まだ健康なものですから１回もいただいていないんです。ですけ

れども、こういう制度があるということが高齢者にとっては非常に心強いことの１つになっています

ので、これもぜひ続けてもらいたい。決定される前に、皆さんにお願いできることを幸いに思ってい

ます。ぜひとも削減とか変更なしで、今までどおりしていただきたいと。私は審査を受けてほとんど

の助成を受けているものですから、非常に助かっています。ぜひともこれを続けていただきたいと切

にお願い申し上げまして、陳情の話にさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 陳情者さんにおきましては、本日は貴重な陳情を出していただきまして、本当

にありがとうございます。では、質疑させていただきたいと思います。 

 まずは、陳情事項の中に高齢者保養施設利用助成事業、ふれあい牛乳支給事業、入浴券支給事業、

こういったものがございましたけれども、市のほうからいつぐらいに報告があったというか、廃止に

なるよというふうな連絡がございましたか。もしそれを聞いて、どのようにお考えになりましたか。 

○【小板橋義男陳情者】 知ったのは、私はほとんど市報と、それから市役所にはそういう意味でち

ょいちょい来ていますので、ありとあらゆる張ってあるのを見ているんですけれども、今回それを知

ったのは、うちに配達されている明るいくにたちだったか何かに、要するに31年度の予算案というこ

とで変更、削減、そういったものの一覧表が入っていたんです。それ見て、あれっ、びっくりしちゃ

ったんです。それで、その前に、旅行に関しては、平成30年度から32年年度までの介護保険べんり帳

というのがあるんですけれども、それに載っていたものですから、32年度までは変更はないものだと

思っていたものですから、それでよく読んでみましたら、これがそうなんですが、これに「平成30年

７月１日現在となります」と書いてありますが、変更もありますということが書いてあるのを後から

知ったものですから、「金額や事業内容などは変更になる場合があります。詳しくはお尋ねくださ

い」と書いてあるので、あ、そういうことなのかというふうに思いましたけれども、それならばそれ

で、何としても続けていただきたいという気持ちがあるものですから、こちらに相談して、親切に教

えてくださいましたものですから提出することができました。感謝しています。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございました。つまり、知ったのは、市からの情報か何か通知で来

たというよりは、ほかの情報で知り得たということですね。また、べんり帳には載っていたけれども、

見落とすぐらいなところに書いてあったということがわかりました。 
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 では、もう１つお聞きしたいんですけれども、このことに対して、多分、周りのお友達の方、御年

齢が一緒ぐらいの方がいらっしゃると思うんです。そうした周りの方の反応というのはいかがなもの

でしたでしょうか。 

○【小板橋義男陳情者】 そんなわけで私が旅行の世話役なんかやっているものですから、これがな

くなるようなことはないだろうねと言うので、今言ったべんり帳に書いてあるのを説明したんですけ

れども、その後知って、会った者には、今、31年度の予算で削減、あるいは変更ということが検討さ

れているよと言ったら、じゃあおまえ陳情するなら皆さんにすがって、情けある決定をしていただけ

るように頼んでみろということなのでこうやって出てきました。非常にみんな旅行に関しては当てに

しているような状態なものですから、ぜひともよろしくお願いします。 

○【住友珠美委員】 とてもびっくりされたということで、周りの方も大変驚いているということで

したね。わかりました。私からは以上です。 

○【上村和子委員】 ちょっと背中を向けて恐縮です。マイクがこちらですから。貴重な陳情、あり

がとうございました。陳情書を読ませていただきまして、ちょっと質疑をさせていただきたいのです

が、まず、医療保険と介護保険は値上がりが続き、年金は減らされ、市営の住宅はなく、都営住宅も

地域割り当ての枠は非常に少ない現状ということで、高齢者の方を取り巻く、年金暮らしの人たちに

とっては、経済的に大変厳しい状況がまずあるということが前提にあるかと思うのですが、これはそ

のような認識でよろしいですか。年々厳しくなっているということでよろしいですか。 

○【小板橋義男陳情者】 年金に関しましては、非常に厳しいです。御存じのように、マクロ経済ス

ライドが実施されますので年々下がって、30年間でひょっとしたらなくなっちゃうんじゃないかなん

て心配しているぐらい年金はどんどん下がってきます。年金を上げろというお願いはしていないです。

これ以上、下げないでください。そうすれば何とか自分たちで工夫して、それなりの生活をするから

ということなんです。 

 私の場合は158万円です、年額が。それで一番大変なのは、生活は家賃と介護保険料なんです。私

の場合ですと７万9,500円が介護保険料で、家賃払って、本当にだんだん少なくなっていくという状

態です。それからその家賃が、ある民間のおんぼろアパートですから、何とか都営住宅にということ

で、今、45回目を出しています。44回落ちています。それで、北とか何かに聞いてみると、結構あい

ているところがあるのに、そこへ入れないということは、まず募集が１部屋か２部屋なんです。そこ

へ30人なり50人が申し込むわけですから、とても当たる確率が少ないんです。だからそこへ入れれば、

私なんかですと２万円以内でいろんなのを入れて生活できるので、随分楽になるんですけれども、そ

れが入れない状態なので、こういう助成があると、何にでも飛びついて審査をしていただいて、受け

られるものは全部受けていますので、市の行政には感謝しています。 

○【上村和子委員】 ありがとうございます。大変厳しい生活の中で、旅行に捻出するお金のやりく

りというのも、まず、自分の楽しみから削っていくという、まずは前提があるということなんですね。

そのことの中で、市の助成が大変助かっていて、みんなで行けるという現実があったということだと

思います。 

 質疑ですけれども、皆さんで行く旅行の楽しみというものは、皆様にとって生きる上での大きな喜

びというか、生きがいにもつながっているものなのでしょうか、そこのあたりを伺えたらと思います。 

○【小板橋義男陳情者】 旅行は、ただ行くだけじゃないんです。行って食事しながら、あるいはお

風呂に入りながら、自分たちの生活とか、置かれている環境とか、あるいは個人ですと遺産相続のこ
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とまで、それから一番心配なのは老後なんです。老後どうしたらいいだろうと。私なんかはひとり暮

らしですから、ある日突然どうなるか、今健康ですけど、どうなるのかわかりませんから、そのとき

にどうしたらいいだろうというような話から、いろいろ社会情勢の話とか、災害の話とか、そういう

ことは全部できますので、何というんですか、生活の中の、自分１人ではしゃべれませんから、仲間

と一緒にしゃべるということで心が安らいだり、それから生き方の進歩ですか、そういったものもで

きますので、旅行はぜひとも続けたいと思っているんですが、助成がなくなると、今度、検討するの

は日帰りにするか、物すごい格安の事故でも起こるような運転するようなバスに乗るほかないような

状態になりますので、ぜひとも旅行の5,000円は続けていただきたいという気持ちです。 

○【上村和子委員】 わかりました。そういう厳しい生活の中で仲間と行く旅行がとても生きる上で

の張り合いとか、情報交換とか、大事な交流の場になっているということがよくわかりました。その

ような皆様が大切にされている旅行の、それから助成の使い方とか、それから厳しい生活の状況、こ

れを市役所から、こういう補助金の見直しに当たって質問されたり、意見を聞かれたりしたことはあ

りますか。 

○【小板橋義男陳情者】 私は１回もありません。調査もありません。唯一、高齢者支援課へ行って

お話しさせていただくぐらいが市から得られる情報で、それで高齢者支援課ではとても温かく迎えて

くださって、こちらの状況なんかも説明すると聞いてくださるので非常に感謝しています。 

 ほとんどそういうのは市報にも載ってないですね。大体市報は隅から隅まで見ていますけれども、

今回の31年度も市報には載っていませんでした。市の情報というのはなかなか得られないんですよね。

ですから、何かいい方法があれば、こういう予定だとかいうのを、市報でも何でもいいですけど、ち

ょっと載せていただければあらかじめわかりますので、それで仲間と一緒にまた陳情したり、お願い

したり、いろいろな行動ができるかと思います。ですから、ぜひ一つ、一般の市民にどうしたら知ら

せると言ったらおかしいですけど、わかってもらえるような説明とか、そういうのを市でやっていた

だけると非常に助かります。私自身はそれを願っています。 

○【上村和子委員】 いまだにこの件に関して１回も意見を聞かれたこともなければ、問われたこと

もないということがわかりました。この陳情書の 後のところに、全く市民の意見を聞かないままで

市政が進められることが問題だから、議会のほうに陳情を出されたのだとお書きになっておられます。

恐らく本日に至るまで、市からは何の報告も説明もなされていないというふうに思います。 

 後の質疑です。ということは、たとえ削減するにしても、それはもう１回利用している当事者の

人たち、高齢者の意見を聞いて、当事者の人と話し合いながらやるべきであるというふうに、万が一

やるにしても、 低、当事者の意見を聞いたり、皆様方と話し合いを進めながら決めていくべきだと

いうふうにお考えであると思ってよろしいですか。市が一方的に決めるのではなくということです。 

○【小板橋義男陳情者】 そのとおりです。事務局で相談したときに、１人でやるよりも何人かまと

まって、時間がなかったものですから、そんなことできなかったんですが、旅行へ行っている人たち

だけでも、半月ぐらいあれば、集まって意見をまとめることもできたんですけれども、今回はその時

間もなかったんです。１週間ぐらいだったですかね。（「知ってからね」と呼ぶ者あり）知ってから

陳情を出すまでが。とても親切に事務局の方が教えてくださったので助かりました。 

 市では、私がつき合っている、あるいは相談したりなんかすると、とても親切にやってくださって

いるので、これは市の姿勢としては非常に感謝しています。ありがたいと思っています。だから、こ

れをもっと上のほうまで広げて、全員に知れ渡るような方法を皆さんで考えていただいて、何かそう
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いう方策がないかなというのがお願いですけれども、今回は皆さんで十分に高齢者に対する優しいお

気持ちを持って討論していただければ、とてもうれしいです。 

○【上村和子委員】 どうもありがとうございました。以上です。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案について、当局から

補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案に

ついて補足説明いたします。 

 本議案は、社会情勢の変化に伴い、高齢者対策の見直し、地域包括ケアシステムの構築を推進する

ため、国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止するものでございます。 

 付則でございますが、本条例案は、平成31年４月１日から施行するものでございます。 

 第２項は、経過措置として、条例廃止以前に入院見舞金の支給を受けることができる者に対する入

院見舞金の支給につきましては、なお従前の例によるものでございます。 

 なお、補足資料といたしまして、福祉保険委員会資料№11、国立市高齢者入院見舞金支給に関する

条例を廃止する条例案についてを提出してございます。こちらには入院見舞金制度の現状、分析結果、

結論をお示ししてございます。 

 以上が国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案の補足説明でございます。よろ

しく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。それでは、一括して質疑を承ります。青木淳子委員。 

○【青木淳子委員】 それでは、何点か質疑をさせていただきます。まず、その前に、陳情者の方に

おかれましては、今回は陳情者の方には質疑いたしませんでしたけれども、予算特別委員会において、

今回さまざまな件を限られた時間で質疑をしたところでございます。陳情をお出しいただいたことで、

このように福祉保険委員会でじっくりと質疑をすることができますこと、心から感謝申し上げます。 

 それでは、当局のほうに何点か質疑をさせていただきます。開始当初、さまざまな理由がありまし

て、高齢者保養施設利用助成事業、ふれあい牛乳支給事業、入浴券支給事業、高齢者入院見舞金支給

事業の施策がスタートしたと思いますけれども、開始当初の目的は何だったかをお尋ねいたします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えいたします。この入院見舞金支給に関する条例には、こちらの制

度の目的としまして、高齢者の生活の安定及び福祉の増進を図るというふうに定義されてございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。この陳情の趣旨のところ、先ほど上村委員も陳情者の方にお尋

ねされていましたが、全く市民の意見を聞かないままで市政が進められることになります。このよう

にお感じになられたことを書いていただいていますが、その点について、どのような現状かお尋ねい

たします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 今回の４つの施策についての制度の見直しについてというところでござ

いますけれども、確かに一人一人の利用者の方、全てに当たってのアンケート等は行っていなかった

ところではございますが、こういった福祉施策につきまして規定しております高齢者保健福祉計画等

を含んだ地域包括ケア計画を策定する際には、市民の方を含んだ介護保険運営協議会に諮り、いろい

ろな施策の見直し等を諮ったところでございます。その中には保養施設利用助成であるとか、あるい
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は入院見舞金等の施策についても御意見を伺っていたところではございます。 

○【青木淳子委員】 運協のほうにそこはきっちりとこういう方向で行きたいけれども、どうかとい

うふうな御意見をいただいたということですね。市民の方に関してはいかがでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 全ての制度について、市民の方、利用されている方全員に意見を聞いた

わけではございませんが、保養施設利用助成につきましては、主にこの制度を団体で使っていただい

ています老人クラブ連合会の役員の方等にお話を伺ったことがございます。 

○【青木淳子委員】 ほかの事業に関しても、もし経過がわかりましたら教えていただけますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 済みません。今ちょっと答弁の中に漏れがございました。入浴券支給事

業につきましては、今現在対象になる方が200人いらっしゃり、その中に入浴設備のない方７人がい

らっしゃるということを、さきの予算特別委員会で確認したところでございまして、この７人の方に

つきましては、既に全員の方に地域包括支援センターの職員が接触することができて、御家庭内での

入浴に関する情報等の確認を、課題があるかどうか等の確認をすることができてございます。また、

残りの193名の方につきましても、31年度４月・５月・６月分についての入浴券は発行されるところ

でございますので、その券が有効である６月までの間には全ての方に面談をしていくというところで

事務を進めているところでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。入浴券に関しては、予算特別委員会でさまざまな議論がされた

中で、すぐ当たっていただき、その中の７名の方が実際にお風呂をお持ちでなかったということがわ

かり、また、それぞれの方に、入浴券に関しましては健康保持及び社会参加を助長して福祉増進を図

る、これが目的とされていますので、お風呂に日常入れないという状況がありますと、その点に関し

ては大変不利益というか、今回の入浴券が廃止になりますと不利益になるということで、その辺もし

っかりと状況を確認しながら、さらにフォローをしていくと捉えてよろしいでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。しっかりとその辺は、大事な福祉にかかわることです。お一人

お一人が大事ですので、地域包括は一人一人に寄り添うことが も大事ですので置き去りにしないと

いう、その決意でぜひ行っていただきたいと思います。 

 それと、もう一点質疑いたします。第８号議案です。資料にもありますけれども、地域包括ケアシ

ステムの構築を推進するというふうにございます。予算特別委員会でも説明をいただきましたけれど

も、陳情者の方、また、市民の皆様がきょうは傍聴に来ていただいておりますので、行政として、退

院後の高齢者の生活の安定と福祉増進をどのように図っていこうと考えているのか、説明をお願いい

たします。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。今、入院をするというところがあるんで

すけれども、国立市は、市民の方、皆さんが暮らし続けたい場所、そこで暮らし続けられるというと

ころを非常に大事に、今、医療計画のほうも策定を進めている中で、入院をした後、できるだけ早期

に退院をするということが１つ目標にあります。そこの部分につきましては、入院時に、早期に入院

中にチームのカンファレンスをするとか、そういった具体的なことも考えております。 

 あと２点ございまして、退院をする、スムーズな退院というところで、病院からかかりつけ医とい

うところの連携についても進めさせていただき、在宅で住み続けるというところに重点を置きます。

あと退院後、安心して帰る場所がないとか、帰ったらどうしようという不安がたくさんの市民の方か

らお聞きしておりますので、そこの部分は、退院後の在宅ケアについてチームでということを押さえ



－ 11 － 

ながら進めていくというふうに考えております。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。入院見舞金を廃止するということでありますけれども、

退院後のお１人の方の生活が地域に戻っても安心して続けられるような、そういった地域医療をきち

んと、これから報告にも入ってきますが、そこをしっかりと支えていく。さらに地域の見守りも進め

ていくことで、お金という一時的なものではなく、組みかえることでしっかりと１人の方に寄り添っ

た事業を進めていくということがわかりました。質疑は以上です。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、何点かお伺いします。第８号議案のほうに説明文のところに社会

情勢の変化というふうにございます。高齢者の保養施設の助成もそうなんですけれども、大分古い30

年ぐらい前に始まったものかと思うんですが、そのころの始まったときの社会情勢がどうだったのか、

どういうことで始まったのかというのはおわかりになりますでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 こちらの入院見舞金制度自体、実際にこの条例ができたのが昭和62年で

ございます。そのときの社会情勢といたしましては、従来、老人福祉法による措置という形で高齢者

の方の医療費については全額公費で賄われていたという経緯がございまして、その後、老人保健法と

いう法律が施行されまして、昭和57年に高齢者の方の医療について社会保険に切りかえられたという

ところで、今の健康保険と同様の社会保険でございますので、自己負担額が発生するようになったと。

その後、そういった形で高齢者の方への入院に対する見舞金を支給するという動きが当時の各自治体

に出てまいりまして、私の記憶では、昭和59年の町田市を初めとして、国立市では昭和62年、同じと

きに立川市でも同様の制度が導入されていたというふうに聞き及んでございます。 

 しかしながら、その後、高齢者の方の老人保健の社会保険ができた後、今度は介護保険法等も施行

されて、在宅における支援等も公的な社会保険も導入されてきたというところもございまして、次第

に高齢化等も進んでいく中で、入院について高額療養費制度や負担限度額の制度等、医療のほうの制

度も導入されておりまして、この間、東京都内の自治体で入院見舞金というのを給付している自治体

というのは、現在、国立市だけというふうに聞き及んでございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございました。とてもよくわかりました。保養施設の助成のほう、

これはどのような経緯で、当時の社会情勢も含めて、これはおわかりになりますでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 これも私が庁内で聞きかじった話になってしまって申しわけないんです

が、こちらの保養施設利用助成事業が実際に導入されたのは平成元年というところで、諸先輩方にお

伺いしましたところ、ふるさと創生１億円という制度が導入されまして、その間、多くの自治体に１

億円を交付するので、それをもとに何か事業をというような動きが全国であったというところでござ

います。そのとき国立市は１億円の交付を受けたわけではないのですが、同等の事業をやっていこう

ということの中で、元気高齢者の支援策ということで基金を組み、その利子収入を財源として宿泊助

成事業というのが始まったというふうに聞き及んでおります。 

 現状ではそこまでの利子収入というのは望むべくもなかったのですが、平成28年度までは後期高齢

者医療保険広域連合からの補助金を得てこの事業を、75歳以上の高齢の方で１泊5,000円、65歳以上

で74歳以下の方については１泊2,000円の補助を行うということをやってございましたが、平成29年

７月に29年度以降補助金は出しませんという通知が来まして、国立市としても今の水準を保ち続ける

のは難しいというふうに判断しての今回の見直しでございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 もう一度確認します。現在では基金もない、利子収入もない、補助金もない

という状態。国立市がこの事業を行うに当たっては、そういうふうに考えてよろしいですか。確認で
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す。 

○【馬塲高齢者支援課長】 基金としては高齢者福祉基金がございますが、こちらから繰り入れると

いうことではなく、この事業は一般財源、市の税収からのみの財源として実施しているところでござ

います。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。よくわかりました。ほかの市、26市で、国立市以外

に、例えば保養施設の助成を行っている市というのはございますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。東京都が調べていらっしゃる高齢者福祉施策の一覧とい

うのがございまして、この中で、立川市で65歳以上の市民２名以上のグループ旅行に助成するという

制度はございます。そこでは宿泊、１泊当たり2,500円の助成が行われているというところでござい

ますが、ほかに26市で同様の事業をやっているというところは、私の聞き及ぶ限りでは立川市だけで

ございます。 

○【石井めぐみ委員】 予算特別委員会の御答弁で、今回は廃止ではなくて、新しいルールのもとで

の事業の継続というふうになっているようですが、そのルールと意図を教えていただけますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 今回の見直しにつきまして、後期高齢者医療保険からの補助金がなくな

ったということを受けて、従前のレベルは維持できないというところで、その補助金がなくなった場

合、従前の市の持ち出しであった財源を予算規模に想定して、それを再度配分し直すという考え方で

制度の組み方を考えてございます。一応ルールとしては、団体10人以上で御旅行していただいた場合

に１泊につき2,500円という形、10名に満たない場合に１泊につき1,000円というところで、2,500円

と1,000円という形で単価設定を考えてございます。 

 意図といたしましては、従前グループ旅行をされたとしても、年齢による区分でございましたので、

同一の団体でグループ旅行をされても、75歳以上の方は5,000円もらえたんだけれども、74歳の方は

2,000円を受給するにとどまるということで、これは老人クラブの方との話の中で、若い高齢者とい

うと変な言い方ですけれども、比較的若い方を誘うときに、私は補助金が2,000円で、75歳以上の人

は5,000円なんですねというふうな形で、ちょっと誘うときに同じレベルにしてもらえたほうが比較

的若い方を誘うのに誘いやすいなというようなお話をいただいておりました。そのこともあって年齢

による区分ではなく、団体によるところの行動を厚く評価していきたいと思いまして、このような制

度変更をさせていただきたいと考えているところでございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。年齢の区分なく、市のほうでは健康増進も１つかもしれない

ですが、仲間づくりというか、そこのところに重きを置いたと考えてよろしいですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【大和祥郎委員】 それでは、陳情者におかれましては、陳情をお出しいただきまして、ありがと

うございました。大きく皆さんが考える時間というのもできたということに、心から敬意と感謝を申

し上げる次第です。 

 それでは、先ほど来より他の委員からもいろいろ御質疑があったと思いますが、今回、陳情の中で

は大きく４つの項目を見直さないでほしいということで、１つは保養所の助成の件、そしてまた、入

院見舞については第８号議案という形で出ているということ、そのほかに入浴券であったり、ふれあ

い牛乳についても廃止等々しないでいただきたいということであります。先ほど来より制度の見直し

として今回やっているということで、その２点についてもどういった形を変えて進めていくのか、こ

の内容について御答弁をお願いします。 
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○【馬塲高齢者支援課長】 今回、陳情をいただきました４つの施策について、保養施設利用助成に

つきましては、先ほど申し上げましたとおり、年齢による区分ではなく、団体の規模によったところ

に変えるということと、補助金がなくなったことによる助成金額の見直しということで、団体で2,50

0円、10名に満たない場合に1,000円というところでございます。 

 ふれあい牛乳支給事業につきましては、これは食事サービス、配食サービスを実際に御利用されて

いる方と重複している部分というところで、ふれあい牛乳は基本的に週３回、牛乳やヨーグルトなど

が配達されるところでございますが、食事サービスを週に３回以上受けていらっしゃる方でふれあい

牛乳を受け取っている方について、ふれあい牛乳の見守りというところが食事サービスの場合は手渡

しで食事を渡しておりますので、週３回配達して、翌日牛乳がとられているかどうか、次の配達は２

日後になりますので、２日後にわかるかどうかというところと、１食、食事をお届けする際に手渡し

でしているというところでは、見守り機能については食事サービスに優位性があるだろうというとこ

ろで併給の調整を検討するというところで、今回見直しということで挙げさせていただいております。 

 実際に事務を進めていくに当たっては、食事サービスが介護保険の認定をとっていらっしゃる方も

多いので、定期的にお体の状況に合わせた食事サービスの見直し、アセスメントを行っているところ

でございますが、その食事サービスの内容が現在の状況と合っているどうかを見直す際に、ふれあい

牛乳を一緒にとられている方について、ふれあい牛乳のほうが必要かどうかというのを個別にお話を

お伺いしながら判断していくというふうに考えてございます。ですので、４月から食事を週３回以上

とっている方が一斉になくなるということではなくて、食事サービスのアセスメントに合わせて、お

一人お一人丁寧に状況を確認していきながら、ふれあい牛乳の必要性について再度検討させていただ

くというところでございます。 

 入浴券支給事業につきましては、先ほども申し上げましたが、今現在トータルで200名の方が利用

していただいているというところでリストアップを既に済ませておりまして、入浴設備がないことで

入浴券を支給させていただいている方が７人いらっしゃるということで、その７人については、既に

地域包括支援センターの職員が直接お会いする形で入浴についての課題を確認させていただいている

ところでございます。そして、残りの193名の方につきましても、４・５・６月の入浴券は、平成30

年度の決定に基づいて支給させていただきますので、この３カ月の間に入浴について健康を害するよ

うな深刻な課題がないかどうかというのを確認させていただくというふうに動いてまいります。 

 また、32年度以降につきましては、先ほど陳情者の方がおっしゃられているとおり、市内の銭湯さ

んが東京都の健康増進型公衆浴場改築支援事業という形での補助金を受けるというところで、この補

助金を受ける際には、30平方メートル以上のロビーなどの施設を設けることが必須とされているとい

うことでございますので、そういった空間を利用して、介護予防事業や健康増進事業等の事業につい

て、関連づけて一緒に行っていくことができないかというところで、今後、銭湯の事業主さんとお話

し合いをさせていただくというところで、日程調整も済んでおりまして、来週また、高齢者支援課で

鳩乃湯さんとお話し合いをさせていただくというふうに動いてございます。 

 そして、 後に入院見舞金支給事業でございますけれども、用意させていただいております福祉保

険委員会資料№11のとおり、実際に入院見舞金支給を受けた方について、お体の状況等を調査させて

いただきました。50人に対する調査ではございましたけれども、入院されたということで、50人中41

人の方は介護保険の認定をとられていたということで、８割方の方が介護保険を利用するというよう

な状況にあったと。さらに認知症状について確認していったところ、50人中27人の方は日常生活に支
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障が生じるような認知症状を有していらっしゃるということがわかりました。 

 ですので、退院後の在宅復帰ということを考える際に、認知症状を有する方についての支援をして

いくということで私どものほうで考えてございまして、現金を支給するという形ではなくて、そのお

金を原資にして、介護保険の地域支援事業という制度がありますが、こちらの制度を使った認知症高

齢者の方への見守りという事業がございますので、こちらのほうに取り組んでまいりたいというとこ

ろで、今回資源の組みかえというような形にはなりますけれども、検討させていただいたところでご

ざいます。以上でございます。 

○【大和祥郎委員】 ありがとうございます。大変わかりやすく説明をいただきまして、ありがとう

ございました。それで、今御答弁いただいた内容の中で、何点か御確認させていただきたいのですが、

１つは、ふれあい牛乳ということについては、併給の部分について見直すということで、陳情者が御

心配をされていた安否確認という意味では、それより併給をされているほうの見直しであって、単独

で仮にとられていた方がなくなるとか、そういったことはないのでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 あくまで食事サービスを週３回以上受け取っていて、なおかつふれあい

牛乳を御利用していただいている方についてということでの見直しということでございますので、ふ

れあい牛乳のみをとっていらっしゃる方については、従前どおり、何の変更もございません。食事週

２回の人、あるいは週１回の人については、今回見直しの対象には入れてございません。 

○【大和祥郎委員】 ありがとうございます。 後にちょっと追記をいただいた御答弁が大変重要な

のかなということで、週３回以上食事サービスをとられている方について、併給の場合が対象。もう

１つは、先ほどアセスを見直した中で、例えば、今まで食事になったんだけれども、食事の関係で固

形物よりもう少し栄養を、牛乳のほうがいいという方は、適時、例えばチェンジするとか、そういっ

た見直しとかも行っていくのかどうか、御答弁願います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 こちらの食事サービスのアセスメントについては、栄養の摂取状況等も

勘案させていただきますので、もちろん牛乳による摂取というところが必要だということであれば、

併給の調整ということではなくて、従前どおり入っていくということも考えられますし、それは個別

のケース・バイ・ケースで、その方の暮らしを支えていけるようにということで考えてございます。 

○【大和祥郎委員】 ありがとうございました。そういうことであれば、あくまでも今回は週３日以

上の食事サービスを受けている方で、なおかつ併給を受けている方の見直しということも確認がとれ

ました。それについても再確認、御本人、併給されている方に対しては、これからどうしましょうか

という確認はされていくのか、もう確認をされたのか、その辺はいかがでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 こちらのほうは食事サービスの定期的な見直しを行っていく中でやって

いこうということでございますので、今、全部に当たったということではなくて、これから時間をか

けて１件ずつ当たっていくというところでございます。 

○【大和祥郎委員】 ありがとうございます。ということは、４月から一気に変わるということでは

なく、個別に当たってケース・バイ・ケースの中で調整をしていくということですね。 

 続いて、入浴券の件につきましては、先ほど丁寧に御答弁をいただきながら、200名の対象のうち

７名がお風呂がないということで、本当に入浴に困っている方、その７名の方の調査もされたという

ことで御報告がありました。 

 また、残りの193名については、入浴券が配られる４月から６月の３カ月間の中で個々に御説明を

させていただくということですが、根本的なことを確認させていただきたいのですが、この入浴券、
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一応１年間の中で、国立市内の１軒のお風呂屋さんが工事にかかるということでお休みをするわけで

すが、それ以降、復帰をされたときに、この入浴券制度という制度自体は見直しをされるのか。また、

利用ができるのか、そういった点についてはどうお考えでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 市内の公衆浴場さんが、今後、介護予防事業等が実施可能なスペースを

設けた上で、再度営業されるというところに当たっては、相手方のあることですので、介護予防事業

との連携の部分をどのようにやっていくのかというところもございますけれども、例えばの話、入浴

券よりも介護予防事業との連携の中で、当日入浴施設を借り上げられないかとか、そういったことも

含めて検討してまいりたいと思ってございます。 

○【大和祥郎委員】 じゃ、サービスの内容がちょっと変わるかもしれないということですね。７名

の方はお風呂がないという形であるんですが、それ以外の方についても、週１回とか、何かゆっくり

入りたいなということに関しては、行政側としては、例えば利用に関して何かアドバイスであったり

とか、説明ということは、この４月から６月の間にするのでしょうけれども、その内容についてはど

ういったことを説明されるのか、御答弁願います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 済みません、ちょっと私の説明の中で足りないところがあったかと思い

ます。この７名の方以外も含めて、今回の入浴券の支給を停止させていただく対象の方に、福祉会館

に入浴設備がございますので、介護予防事業と組み合わせた形での福祉会館の入浴設備の御利用につ

いて案内させていただきたいと。福祉会館では、このほかに医療相談事業も行っているということで

ございますし、また、すぐ近くには住民主体で通いの場所、居場所づくりに取り組んでいらっしゃっ

ているひらや照らすさんもございますので、そういったところも含めて、より快適な時間をお過ごし

いただけないかということで御案内差し上げようと考えているところでございます。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 少し補足させていただきたいと思います。福祉会館を御利用

いただくということの御案内をさせていただくのも１つなんですけれども、今回７名の方を面接させ

ていただいたときに、お１人の方はお体の状態が少し悪くて、銭湯のほうになかなか御利用いただけ

ていないという状況もございました。もしかしますと、200名の中の方にもお体の状態が悪い方等い

らっしゃるかと思います。そういった場合には、安心して入浴できるようなというところでは、介護

保険の御利用等も必要に応じて進めさせていただいて、デイサービス等の入浴ということもあります

ので、そちらにつなげていくということも１つ考えております。 

 それと、福祉会館につきましても、今回訪問した中でも、そこまでのところが遠いというところで

は、その方がきちんとそこまで通える交通手段ですとか、今、介護予防事業等でも南プラザとか、少

し離れた場所の御案内をするときに、バスの時刻表ですとか、そういったことも包括支援センターの

職員が丁寧にお伝えしまして、どうやって行くことができるかというところも今回の面接の中では丁

寧に対応させていただきたいと思っております。 

○【大和祥郎委員】 済みません、御答弁があったので、ちょっと聞きたい。今、入浴券の関係で介

護予防の形のほうに行くというお話があったのですが、７名も含めて200名の中で、市当局のほうで

介護認定をとられているのはどれぐらいおられるのかというのは把握していますでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 200名の方全員についての介護保険認定との関係というのは、現在把握

してございません。７名の方につきましては、要介護１の方が１名、それから要支援１の方が１名い

らっしゃるというところは把握してございます。 

○【大和祥郎委員】 わかりました。それでは、今後この説明をしていくときに、介護に結びつけて
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いくのであれば、そういったこともアドバイスをしつつ説明をいただきたいというのと、もう１つ、

介護のほうの手続等々になった場合、今御答弁いただいた、例えばそこまで通うのに大変だというこ

とになると、逆に言うと、今度福祉タクシーであったり、そういった制度も使えるということでよろ

しいでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 一般的な状態像としては、御自分で公共交通機関を利用することが難し

いという状態であれば、通常は高齢者福祉タクシー券等の対象にはなってくるかということが想定さ

れますので、個別に面談していく中で、その方が公共交通機関が利用可能なのかどうかも含めて実際

に面談していくという形で、介護保険の認定申請ともあわせまして、必要な支援が得られるような形

で実際の面談等に当たっていくというところでございます。 

○【住友珠美委員】 まずは、ちょっと一言言いたいことがありまして、入浴券支給事業、今７名の

方に対処してくださる、それは本当にありがたいのですけれども、これ出てきたのが予算特別委員会、

本当につい 近ですよ。これを出したときに把握していなかったということが１つございました。そ

れで慌てて把握されている。そして、今、大和委員からの発言であったように、要介護状態の入浴券

の方、どのぐらいいるのか。この把握ができてなかったというのはおかしな話です。先にそれではな

いかというのをさきの予算特別委員会でも言わせていただいたんですけれども、それでもなおかつこ

れを進めるのかなというところに啞然としてしまうんです。入浴券支給事業、今、抽出をして、話を

していくということでございましたけれども、では、ほかのふれあい牛乳支給事業、こうした方の把

握はされているということであれば、いつぐらいにこの通知を出していく、またはお知らせしていく

のでしょうか。ほかの事業についても全部、どのぐらいか、期間をお願いいたします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 保養施設利用事業につきましては、まず、御利用のあった方、皆さんに

御案内を差し上げようと考えてございます。これは新年度でそのための郵送料の予算も多目にとって

もらうというところで動いてございますので、新年度に入ってやっていきたいと考えてございます。 

 ふれあい牛乳支給事業につきましては、先ほど申し上げましたとおり、一律で重複している方を全

てやめるということではございませんでして、その方一人一人の状況をお伺いしていきながらという

ことになりますので、一律に通知を出すというよりは、食事サービスのアセスメントを行っていく際

に説明させていただきたいと考えてございます。 

 入浴券支給事業につきましては、こちらも４月に入浴券の４・５・６月分についての発送を行うと

いうことで、このタイミングに合わせて御案内を差し上げていく。同時に包括のほうでも訪問してい

くというところもございますので、あわせて同時進行でやっていくというところでございます。 

 入院見舞金支給事業につきましては、必ずこれを使うかどうかというところは、去年使った人が今

年も使うかどうかというところがわからないところでございますので、もし療養病床等で長期に入院

されていらっしゃる方等のケースがございましたら、その方には御案内を差し上げていくというふう

には考えてございますけれども、単発で短期の入院をされていた方について通知を出すというのが有

効なのか、それとも市報やホームページ等を通じて告知していくというところが有効なのかというと

ころで考えますと、市報等で御案内を差し上げていくのが有効なのではないかなと考えてございます。 

○【住友珠美委員】 入浴券支給事業のほうで伺います。そもそも入浴する、つまり、健康維持とい

うところで介護予防事業に組みかえていくということでしたけれども、私は、入浴をして健康維持、

前にも言ったと思いますが、血液循環のこととか、そういったことを考えたときに、月に４回、楽し

みに入られていた方もいますが、健康維持ということではすごく重要であったかなと考えます。健康
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維持のための介護予防になって、それが低下しないかという不安がありますけれども、その点に対し

てはどのようにお考えですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 入浴券支給事業の健康維持という御質疑でございます。こちらの入浴券

支給事業につきましては、一月当たり４枚、おおむね週１回の銭湯の利用ができるというところで支

給させていただいているところでございますけれども、今回、既に面談させていただいた７人の方に

つきましては、７人中５人の方は、ほぼ毎日銭湯を利用されているとか、福祉会館を利用されている

とか、ほかにも入浴の機会を相当程度持っていて、かつ入浴券も使われているという方でございまし

た。 

 今後、お一人お一人ずつ包括のほうで丁寧に対応させていただきますので、入浴券がなくなって、

即座に入浴の機会が失われて健康保持が危うくなるといったようなケースがたくさんあるのかどうか

とはちょっと考えにくいというふうに、もともと入浴券支給事業自体が独居で、70歳以上の方であれ

ば、所得に関係なく支給させていただいているというところでございますので、どのぐらいの多くの

方が全く入浴機会を失われてしまうのではないかというふうにはちょっと考えにくいとは思っている

んですが、個別の面談を通じて、そこら辺の課題を把握させていただきたいと考えてございます。 

○【住友珠美委員】 今、課長がおっしゃるように、毎日入っていらっしゃる方もいらっしゃったか

もしれません。だけど、逆に７名の喫緊の方以外の200名ぐらいの方に関しては、まだ把握されてい

ないということです。それに対して、例えばおひとり暮らしでお風呂を沸かすのが大変である、そう

いった作業１つが大変だからお風呂に入りに来る人がいるかもしれない。先ほどの陳情者さんの中か

らは、楽しみにしてお風呂に入りに来ている方もいる。その中では、私はこの入浴券支給事業という

のは有効であったのかなと思いました。 

 それからもう１つ、ふれあい牛乳支給事業です。これは皆さんに個別に伝えていくということでご

ざいますけれども、逆にふれあい牛乳支給事業を支えてくださっている地域の牛乳屋さんにとっても

中小応援の意味があったと私は考えているのです。そのことに対してはどのように通知を出していく

というか、お知らせしていく予定なのでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 ふれあい牛乳を実際に配達していただいている業者さんについてという

ことでございます。今現在おおむね800名ほどの方がふれあい牛乳を利用していただいており、併給

の調整の対象になる方は、現状把握している限りで80名強というところでございます。この80名強の

方が一遍になくなっていくということではございませんので、今回、御審査いただいている 中では

ございますけれども、これから牛乳を配達していただいている市内の業者さんに、一定程度の回数が

重なった方について、時間をかけて併給の調整をしていくという形で、どの人が急になくなるという

ことはまだわかりますので、そういった制度の概要を説明させていただくために、私のほうで直接牛

乳屋さんにお伺いして説明させていただこうと考えてございます。 

○【住友珠美委員】 やはり御協力いただいているところに私は真っ先にきちんと御説明するものだ

と思っておりました。一般の会社ですと、こういったことがあるのかなといろいろ考えるところです。

お役所仕事だなと感じました。 

 次に、国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例のほうをお聞きしたいと思います。高齢者の方、

退院時においては、要介護、要支援を受けている高齢者が82％に上るということで、どういうふうな

支援かということで、一番 後になりますけれども、認知症高齢者の見守り施策に組みかえをしてい

くということでございましたが、逆に２割の方は認知症施策に当てはまらないのかなと思いますけれ
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ども、その支援というのはどのように考えているのですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 介護保険の認定がついていない方、あるいは認知症のない方ということ

でございますけれども、日常生活支援という形で、今現在、介護保険特別会計の新総合事業と言われ

ている日常生活支援に関する事業も展開してございます。また、認定がついていて認知症がない方に

ついては、介護保険利用の中で種々の介護保険のサービスを受けることもできると考えてございます

ので、逆に認知症の方の支援について見守り等の支援を行うという際は、介護保険が適用されないと

いうことがございますので、補完的な意味でもこちらの事業というふうに考えてございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。廃止をするのは、４月１日廃止でよろしいんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【住友珠美委員】 そうしますと、４月１日のときには認知症見守りがきちんと行われていくとい

うふうになりますけれども、それに対してはスムーズにいくということで確認できますか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 ４月から対応できるように整えて、今準備しておるところで

す。 

○【望月健一委員長】 質疑の途中でございますが、ここで休憩といたします。 

午前１１時１１分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時２５分再開 

○【望月健一委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。上村委員。 

○【上村和子委員】 委員長から質疑は簡潔にと言われておりますので、質疑します。これまでの審

査の中で私がわかったことは、今回の高齢者のかかわる保養助成、ふれあい牛乳、入浴券支給、それ

から入院見舞金の見直しを図る際に、決定する前の段階で、市報を通じてパブリックコメントや市民

に対する意見を求めたり、説明会を開くことはなかったということでいいですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 パブコメ、あるいは公聴会等、説明会等、開いてはございません。 

○【上村和子委員】 市長に聞きます。このような約3,000名にかかわる大事な助成にかかわるもの

を決定する前の案の段階で、市報を通じて説明会を開いたり、当事者の意見を聞かないまま決めてい

いのですか、そういう市政運営をしていいのですか、市長の見解を伺います。 

○【永見市長】 非常に難しい御質疑なんですけれども、基本的には幅広く意見を聞きながら、それ

はどういう形かは別にしまして、幅広く意見を聞きながら意思決定していくということが原則だろう

と思っております。今回の場合で言えば、例えばふれあい牛乳の問題で、個別アセスメントの中で十

分やっていけるものだろうなと考えておりました。そういう意味では、個別のアセスメントを通して

一律的に全部やめてしまうということではありません。その人の必要性に応じて判断していくという

ことでございましたので、これはそういう判断をしたということです。ふれあい牛乳ですね。 

 それから入院見舞金につきましては、対象者が誰かということは特定できませんので、これについ

ては全体的な趨勢の中で判断していくのがいいのかなと思いました。趨勢というのは、その時代的な

流れと各市の動向等を含む中でですね。 

 保養所につきましては、これは全く財源上の問題だけで制度変更をかけて、廃止するという意図は

ございませんでした。したがいまして、老人クラブのほうにちゃんとお話を聞くなりなんなりしなさ

いよということは私のほうから指示したのですが、もう少し丁寧に事前にやるべきであったのかなと

思っております。 



－ 19 － 

 入浴券は、なくなってしまうということの中で、ひとまず休止をすると。次の制度を考えていくと

いう考えでございましたので、幅広く、これをどういう次のステップへ行くかというときには、十分

さまざまな意見交換をしながらやっていく必要があるのだろうなと思っています。総体としては、や

はりもう少し丁寧なやり方があってしかるべきだったという反省点はございます。 

○【上村和子委員】 私は行政が勝手に判断して決めていいものでは１つもなかったと、私は実は心

底怒っているんです。今までそういう市政運営は、永見市政、佐藤市政の中でもやってきていないん

ですよ。過去にもやったことないです。必ず、特に高齢者の方にかかわるものに関してはきめ細かに

事前によくよく聞いて、ちゃんと周知を図って、それを踏まえて、廃止するならするという手順が行

政は一番大事なのではないですか。その一番大事なところを、当事者の人たちに公式に聞きもしない

で、今座っておられる方は、えっこれ決まったんですかと思っておられるんですよ。案の段階でどう

して聞いてくれなかったのですかと、当然思いますよ。これ意見になるからやめますが。 

○【望月健一委員長】 そうですね。質疑と意見を分けてください。 

○【上村和子委員】 団体の代表に聞いたから聞いたことにはなりませんからね。公式にちゃんと聞

かなければ聞いたことにならない。私は、ちゃんともう一回やり直すべきだと。もう一回市報を通じ

て問い直して、正規のルートに戻してちゃんと調べて、そして意見も聞いた上でやるならやる。私は

やり直すべきだと思います。市長の決断を伺いますが、いかがですか。 

○【永見市長】 御意見は非常に重要な御意見だというふうに、今後の市政運営の中で承っていきた

いと思います。今回の件につきましては、なお努力をさせていただくということで、この議会の御審

議に委ねていくと、私、提案しておりますので、そのように考えております。 

○【上村和子委員】 慎重に、これは市長しか決められないから、今、 後の場だから聞いたのです。

これ市長しかとめられませんよ、一旦。私は執行停止の附帯決議を上げたいぐらいです。そうでない

と、なぜだめかというので市長が決断してくれたら、これで質疑を終わりたかったのですが、やると

おっしゃるので質疑を続けます。 

 どうしてこれをもう一度やり直してほしいかということを質疑します。今回の対象になった事業、

入院見舞金、ふれあい牛乳、保養施設利用助成、入浴券支給、これ基本的な考え方としますと、元気

な高齢者の方々に対するプラスの福祉サービスという位置づけで私は解釈しています。その解釈でい

いですか、まず。 

○【永見市長】 全てがそうだと私は思っておりません。ふれあい牛乳はもともと、ある方が亡くな

られて、ひと声牛乳という言葉で始まりました。そこで求められたのが見守りということ、それで孤

独死をいかに早く発見できるかというところから制度が起きております。ところが、それが機能しな

い。要するに３日後に発見されるということで、要するに見守りの牛乳ではないじゃないかという大

変な御批判をいただきました。その中で、見守り機能、それでも少しでも早く発見できるようにとい

うことと健康維持という言葉が入りました。 

 その当時と今とでは大きく状況が変わっておりまして、付加事業ではなくて、やはり基本は見守り、

見守りと言っても早期に発見する。それから栄養補給の必要な方には必要なサービスをするというよ

うなことの中において、食事サービスの充実を図る中で、見守り機能とアセスメントを通して栄養補

給ということことを牛乳にも適用していこうということですので、健康な方への付加サービスという

違う側面があると思っています。 

 それからもう１つは、従前この事業を、一番よく御存じだと思いますが、廃止しようとしたときに、
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実はこの事業で健康な方は、──健康というか、ほかの福祉サービスを受けていない75歳以上の方は、

市役所とつながりがあるんだと。だからこれは付加サービスですという、要するにつながりを保って

いく。その部分は今回も大事にしようということで、この牛乳をとっている方について廃止をすると

か、そんなことは毛頭考えていないわけでございますので、そういう意味ではさまざまな要素の中で

の事業だろうと思っています。 

 それから入院見舞金は、どちらかというと健康な方の付加価値というよりは、いろいろな経過で病

気になられて入院せざるを得ない方に対する経済的支援というような側面が当時強かったわけです。

ところが、今の時代になってきて、それがさらに速やかな退院、地域生活への支援という形に変わっ

てきていますので、そういうふうに組みかえをすることが妥当。ですから、健康な方への付加サービ

スという意味ではないと思っております。 

 保養所と入浴券というのは、入浴券は、さまざまな方がいらっしゃいますので、付加価値的なサー

ビスの方にもあるだろう。保養所は、これは生きがい対策と、それからグループでの地域づくりとい

う側面がありますので、議員がおっしゃったとおりだと思っております。 

○【上村和子委員】 私は、議員を20年やってきております。ふれあい牛乳が上原元市長のときに廃

止されそうになったときに陳情が出ました。その陳情にかかわりました。その結果、ふれあいコンサ

ートが今日まで続いてきております。何を高齢者の当事者が求めたのかもよくわかっております。牛

乳販売店の方と出会いたいということで出会いの場もつくっていただきました。しかし、行政は継続

をしませんでした。 

 それに高齢者の保養施設に関して言えば、国民健康保険の中でも保養施設をつくるべきだという議

論は相当いたしました。それは私が議員になった当初に、国民健康保険にかかわっている市民の方か

ら、元気な高齢者は何にも恩恵がないんだと訴えられたんです。だからせめて褒美くれよと。頑張っ

てことしも１年元気でいたと、その御褒美に保養施設をつくって、そこで１泊ぐらい温泉につからせ

てくれよと言われました。20年前の議論です。 

 長寿祝金に関しても、私は、お金がどれだけ大事か、金額ではないと。行政からもらえるそのお金

で孫にすしを振る舞うのが楽しみだと、ちょっとしたサプライズ、ちょっとしたギフト、これが当事

者にとってどれだけの喜びになったり、生きがいになったり、そのことが健康で生きるためのかなめ

となっているということに、今、行政が気づかないといけない時代に来たんじゃないですかと私は予

算特別委員会でもさんざん言っています。今事業の見直しのときに、その視点を持って考慮されたの

かどうか伺います。 

○【永見市長】 保養所助成につきましては、まさに議員がおっしゃったとおりだろうと思っていま

す。ですから、廃止するということは考えていないということを、一般質問、代表質問等でもお話を

させていただきました。その中で、できるだけ多くのグループの方で行っていただきたいということ

で存置を、組みかえ、それから年齢による差、75歳以上、以下ということやめまして一律、ただし、

特財がなくなったので、2,500円で少し我慢してくださいという形で、なお、その精神を生かしてい

きたいというふうに考えたところです。 

○【上村和子委員】 私の視点で検討しましたか。 

○【永見市長】 ですから、保養所助成について廃止しなかったということは、そういうような考え

方を貫いたということでございます。 

○【上村和子委員】 なぜ保養所だけですか。私は、きょうの答弁を聞いて、なぜ高齢者を病人とか



－ 21 － 

介護の対象者にしたがるんですか。私がかかわった高齢者は、 後まで銭湯に行きたがりましたよ。

普通の暮らしは手放したくないのです。皆さん方は、サービスというものを、介護保険を手厚くすれ

ば、それがいいかと思っておられるかもしれないけれども、それは大事かもしれないけれども、普通

に暮らしていきたい。これを手放したくないという思いが伝わりませんか。その視点で、今、行政は

福祉を考えなければいけないし、そういう視点でこういう保養所の問題とか、ちょっとしたわくわく

すること、そこに対してわくわくするもの、それから地域の銭湯、たった１軒になりました。鳩乃湯

さんが陳情を出したときも私はかかわりました。鳩乃湯さんの前に大きなビルが建つと、自分たちの

煙突が邪魔になったらどうしよう。そのとき鳩乃湯さんは初めて陳情を出されました。そこにもかか

わりました。 

 きょう陳情者の人たちも、鳩乃湯さんがとてもとても親切であると。こういう地域の牛乳屋さんと

か、お風呂屋さんとか、もしかして保養もしてくれるんだったら、私は湯楽の里もだと思うけれども、

そういったものと高齢者とをつなぎながらマネジメントしていくのが行政の役割があって、そこに公

費をかけることは何の問題もないと思います。 

 終確認します。この全体、皆さんたちが今回削ったことで、要は出てくると言われる行財政健全

化プランの健全効果額は幾らですか、今回のことで。 

○【黒澤政策経営課長】 この陳情事項に入っているものということになりますでしょうか。（「そ

れだけです」と呼ぶ者あり）734万6,000円でございます。 

○【上村和子委員】 これらを削っても734万円なんです。734万円削るのは、１年ぐらい待っていい

んじゃないですか。市長、 後にもう１回聞きます。734万円を削るより、もう１年、高齢者の人た

ちとじっくり話し合って、この４つの事業を当事者の皆さんたちとどうしたらいいかということを考

え直したらいかがですか。もう１回、市長の決断を聞いて、質疑を終わります。 

○【永見市長】 御答弁は先ほどと変わりません。ただし、今後のこういう福祉の基本的な精神的な

ものを含めたあり方については、住民の皆さんと私も責任を持って、さまざま形で平成31年度に話し

合いはさせていただきたいと思います。 

○【石井伸之委員】 まずもって陳情者の皆様におかれましては、市政にかかわる大変重要な課題に

対して、こうやって陳情という形で提出をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 そして、まずは当局に対して端的に質疑をさせていただきます。まず、高齢者保養施設利用助成事

業、こちらの対象年齢は65歳以上、平成31年度以降、これは変わらないという認識でよろしいでしょ

うか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 65歳以上の方を対象とするというところは変わりございません。 

○【石井伸之委員】 そうしますと、既存の平成30年度までは65歳から74歳までの方は2,000円だっ

たところが、平成31年度以降は2,500円に支給金額が500円ふえるという形でよろしいでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 従前、年齢で2,000円だった方も、31年度に団体でお申し込みいただい

た場合は2,500円になるというところでございます。 

○【石井伸之委員】 そのかわり75歳以上の方には、申しわけありませんが、5,000円だったところ

が2,500円に、半額になってしまうといった部分があるというふうに認識しております。 

 そこで、こういった情報ですけれども、平成31年度以降、老人クラブ、社協におけるサークル、ま

た、ひらや照らすなどの各居場所、こういった高齢者の方々が集団で集まる場所、また、例えばご近

所さんでレッツ・ゴーとか、いろいろな高齢者の方々が集まってコミュニティーが形成される場にこ
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そ、高齢者保養施設利用助成事業を丁寧に説明する中で、もしできれば、さらに旅行業者さんとも連

携をする中で、例えば安くて非常によいプラン、１泊２日でこんないいところが、また平日この時期

であれば、大変格安で泊まることができますといった情報提供まで含めて、この助成事業を今後とも

活用していくべきかと思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 よりよい施策をできるだけ、限られた予算の中で実現していきたいと考

えているところでございますので、御提案いただいた旅行業者さんとのつながり等も含めて、ぜひ取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

○【石井伸之委員】 お隣の大和委員はいろいろなところで旅行等、大変な知恵をお持ちの方でして、

例えばいろいろな場所にこういったパックで、こういった形で利用すれば、大変格安で非常によいプ

ランができるといった情報も、民間会社、さまざまな方の知恵をいただく中で、よりよいプランを高

齢者の方々のコミュニティーに対して提供することができるかと思いますので、この助成事業、ただ

お金を支給するというだけにとどまらず、ぜひとも１段上の、この予算を活用して、どこまで高齢者

の方々に喜んでいただけるのかといった満足度を上げていく方向に向けて、ぜひまた発展的に考えて

いただくことをお願いいたします。 

 続きまして、今度はふれあい牛乳支給事業のことですが、他の委員も質疑をされていますが、確認

の意味で質疑をさせていただきます。お弁当を週３回から週２回にすれば、牛乳の週３回はそのまま

という形でよろしいでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【石井伸之委員】 そういったところも、どういった判断を利用者の方がとられるかというのはそ

れぞれかと思いますけれども、いきなり牛乳週３回が全てなくなるというわけではなくて、こういう

ケースであれば、こういった形ですという、これは丁寧な説明が必要だと認識しておりますので、そ

のあたりはお願いいたします。 

 続きまして、入浴券の件ですが、先ほどの質疑を聞いていますと、対象者の方々の体調であったり、

ぐあいであったり、状況、まさにケース・バイ・ケースによっては十分な活用が難しい事例があると

答弁をいただきました。そういった中で、この件はやはり発展的に制度を変更していく、そういった

方向に向けてぜひ努力をしていただきたいと考えておりますが、いかがお考えでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 先ほどの答弁の中でも他の介護予防事業等との連携というふうにも申し

上げておりますが、実際に今回７名の方の中でも、入浴券を支給して解決できるとは限らない生活課

題を抱えていらっしゃるという方もいらっしゃいましたので、総合的に生活を支えていけないかどう

か、これは高齢者支援課だけではなく、他の部署とも連携して、より安定した生活を地域で送ってい

ただけるような動き方というものを実践していきたいと考えてございます。 

○【望月健一委員長】 ここで全員の質疑をいただきました。 

 ここで質疑を打ち切り、陳情第３号及び第８号議案に関しまして、一括して討論に入ります。石井

伸之委員。 

○【石井伸之委員】 第８号議案は賛成、そして陳情第３号は不採択の立場で討論をいたします。 

 まず、高齢者保養施設利用助成事業、こちらにつきましては、65歳から74歳の方々に対しては

2,000円から2,500円に500円アップとなる。また、逆に75歳以上の方は、申しわけありませんが、

5,000円から2,500円になってしまうということ、このことはしっかりと丁寧に高齢者の方、特に既存

利用者の方々に対しては丁寧に説明をしていただくよう強く要望いたします。 
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 そして、そういった説明をする中で、先ほども質疑の中で触れました、ただ市がそういった支給と

いう形で予算を出すというところで、今現状、正直言いますと、市の事業というのはそこで終わって

いると考えます。そこから先、ではこの支給した予算がどこまで十分活用されて、それでどれだけ市

民の方に喜ばれたのかという部分、その部分のフィードバックも必要ですし、この助成事業によって

どれだけ喜ばれたのかというところを、しっかり満足度を上げていくために知恵を絞っていただきた

いと思います。そういった中で、民間企業の方々と連携が必要だと認識しております。10人以上の方

が集まって2,500円、確かに2,500円、ささやかな2,500円かもしれませんけれども、これがあること

によって、それでは１泊２日でどちらかに行って、楽しいひとときを過ごそうよという、そのきっか

けづくりになると思いますので、プランを提供するところまで、そのあたりも民間企業の力をかりて、

この事業がさらによりよいものになるように、ぜひともお願いいたします。 

 続きまして、ふれあい牛乳事業、80名の方に影響があるということですので、私は見守りという観

点から考えますと、重複しているのはいかがなものかなと認識しております。見守りという観点であ

れば、週３回のお弁当がある方に対して、週３回の重複する牛乳というのはいかがものかと考えます

ので、そのあたりを整理していくことと、また、この点につきましても丁寧な説明、ぜひともお願い

いたします。 

 続きまして、入浴券支給事業、先ほどの質疑でも触れました。この点は、もう１段上の発展した考

え方、入浴をすることによって心身の機能がアップするということと、なかなか入浴できない方に対

する対応、さらには介護支援となっている方々への対応、そういったものも総合的に勘案した中で、

入浴することの大切さということを鑑みた中で、ぜひとも発展的な対応をお願いいたします。 

 そして 後に、高齢者入院見舞金支給事業ですが、こちらは国立市だけということもありますので、

この点は申しわけありませんが、廃止をしていく中で、その分の予算を少しでも介護のほうに振り向

け、よりよい介護という形に向けていくようにお願いをいたしまして、討論とさせていただきます。 

○【石井めぐみ委員】 まず、陳情３号高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求める

陳情に関しましてですが、こちらは不採択の立場で討論をさせていただきます。 

 陳情者の方が毎年この御旅行を大変楽しみにしていらっしゃったというお気持ち、とてもよくわか

りました。話の中から大変よくわかりました。そのお話の中で、仲間づくりに欠かせないということ

もまたわかりました。市の新しいルールでは、健康増進ということもなんですけれども、それよりむ

しろ市内の方々との仲間づくりに活用していただきたいとの趣旨があるということ、こちらも当局の

御答弁からわかりました。市民の大切な税金を用いて行う事業としては、やはり中立公平性というこ

とはとても大事だと思っています。 

 それから、私はこの見直しというのが、行財政改革というふうにはむしろ考えていません。もっと

もっと市民の人たちが幅広く使えて、こんな事業があるんだよというのが、今回この御提案というか、

この陳情をいただいたことで広く市民に知れ渡ったと思います。なのでもっともっと使う方がふえて、

楽しい仲間づくりもふえるということを私は願っています。 

 また、人生100年と言われ、65歳を超える方がどんどんふえてくる中で、高齢者のサービスという

のは持続可能でなければいけないと思っています。そういった観点からも、なるべくたくさんの方に

幅広く公平に使っていただけるようなサービスに組みかえていく、ルールを変えていくということは

必要だと思います。 

 入浴券の支給事業に関しては、先ほども御答弁、丁寧な対応をされるということでしたが、それこ
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そ本当にお一人お一人の事情を鑑みながら、より丁寧に行っていただきたいということをつけ加えて、

本陳情には、申しわけありませんが、不採択とさせていただきます。 

 それから第８号議案です。国立市高齢者入院見舞金支給のほうです。こちらは賛成の立場で討論さ

せていただきます。 

 当局の御答弁により、入院見舞金ではなく、この予算を退院後のサポートに組みかえるということ

がよくわかりました。高齢者の場合、やはり退院後の生活支援というのが本当に重要で、こちらに十

分な予算が充てられることは理解できます。これにより任意事業の認知症高齢者生活見守り事業にお

金が充てられるということもわかりました。この事業は、国立市が他市に先駆けてやるということで、

私も大変期待をしています。こういったことがこれからの高齢者の生活、特に入院をされた方、退院

後の生活にはとても必要なのだろうと思っています。特に、ひとり暮らしの方は退院後に自宅に戻れ

ないのではないか。こういう不安を抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるということもわか

りました。この事業によって支えられて、退院後に安心して地域に戻って生活できるなら、このお金

は、これこそは大変意義のあるお金に変わっていくんじゃないかと思っています。この事業が、先ほ

ども申し上げましたが、国立市が他市に先駆けて手本になるような事業になることを期待して、応援

の気持ちも込めて、これは賛成といたします。 

○【住友珠美委員】 陳情第３号には採択の立場で、第８号議案には反対の立場で討論させていただ

きます。 

 これは何回も言っておりますが、当事者視点、これが欠けていたところが一番問題だと思います。

しょうがいしゃの施策の中には「私たちのことを私たち抜きに決めないで」、これがございます。ま

さに今回この視点が抜けていた。高齢者福祉であってもこの視点は抜けてはいけない大切な視点では

なかったでしょうか。 

 そして、入浴に対してですけれども、健康維持に対しても、確実に月４回入ることができる。全て

の方が毎日入っているかというところに、先ほど課長が答弁されていましたけれども、疑義がありま

す。特に認知症の高齢者、その見守りに施策を進める必要があるということはわかりますけれども、

別立てに考えるべきです。その点に対しては、施策を別口に考えてほしかったなと思いました。 

 また、入院見舞金に対しては、認知症高齢者の見守り施策に振りかえということでございますが、

認知症施策を進めていくことは、すごく大事なことであると私も認識しております。しかしながら、

やはり入院見舞金、全ての人が認知症かというと、先ほど言ったような、そうでない人もいる。その

方たちをどうするのかということも視点としては欠けているかな。そして、まだまだ話をきちんと、

当事者の方を合わせますと、かなりの人数の方がいらっしゃって、丁寧な説明が今後になってくると

いうところでは、まだまだこれを進めるべきではなかった。余りにも市民意見を尊重されていない点、

もう一度考え直すべき、このように申し上げ、私は反対と思います。また、現金支給や現物支給とい

うのは、目に見えてその恩恵が感じられる大切なところでありますし、逆に言いますと、それをなく

していくことは、目に見えて生活にも影響します。何でここが丁寧にできなかったのかというのがと

ても、私は、介護をすごく充実させ、今、国立市では介護施策をこんなに充実してやっている。高齢

者施策がそうなのに、すぱっと切ってしまった。その経緯が本当に理解できなくて、悲しい思いです。

同じように、高齢者の方々にとっても楽しみのために行っていた旅行、こうして5,000円が積み重な

ったことでもっと豪華な旅行ができて、それがある日なくなってしまう。そのことは、もしかしたら

感情的な話かもしれません。エモーショナル的な話かもしれません。だけど、全てをロジックで考え
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ていいのか。そのことをもう一度市のほうは考え直していただきたい。このように申し上げまして、

私の討論とさせていただきます。 

○【青木淳子委員】 それでは、陳情第３号を不採択、第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関

する条例を廃止する条例案を賛成の立場で討論をいたします。 

 今回の質疑を通して、単なる削減や福祉の切り捨てではないということがわかりました。また、予

算特別委員会では不明であったことが、陳情を出していただいたおかげで、この委員会で時間をかけ

て質疑することができ、さまざまなことが判明いたしました。残念ながら市民の意見を聞かないまま

市政が進められていると感じた方がいらっしゃった。やはりこの部分に関しては真摯に受けとめて、

次に生かしていただきたいということを強く申し上げたいと考えます。 

 入浴券を利用されている方の中で、お風呂が実際ない方が７名いらっしゃって、その状況を確認す

ることとなりまして、本来であれば、行政の支援が必要である方がいらっしゃったことがわかりまし

た。声に出したくても行政に届かない、また、伝えることができない方もいらっしゃいます。国立市

だからこそできる一人一人に寄り添った取り組みを、今後ともしっかりとお願いしたいと思います。

今回のことがなければ埋もれてしまった方々と考えます。今後、入浴券利用者の方、また、ふれあい

牛乳利用者の方、一人一人とお会いして、アセスメントをとりながら、今後丁寧に進めていただくと

いうことでございますので、ここもしっかりとお願いしたいと思います。 

 時代とともに社会情勢や価値観、また、家族構成が変わり、健康増進や福祉増進のための社会保障

制度も変わっていくものであり、また、形を変えてよりよくなるものであると考えます。重要なこと

は、誰も置き去りにしない、一人一人に寄り添った施策が必要であると考えます。私も市民の皆様と

語り合う中で、認知症を発症しながら、自宅で、住みなれた国立市でお住まいの方、何人もお会いし

てきました。その方を支えていたのは、やはり地域住民の方でいらっしゃいました。しかしながら、

その方たちの声を聞くと、支えてくださっている方の不安の声を何度もお聞きいたしました。そこを

対策として、今回、見守り制度をきちんと制度として設け、また見守ってくださっている方々をしっ

かり支援する形を今回の組みかえという形でつくっていただくということがわかりました。これは大

変に安心することでもあり、認知症になられても安心して国立市に住み続けることができる１つの施

策が今回で進むことを大変に評価いたしますし、これがしっかりと定着して広がっていくことを望む

ものであります。これからも一人一人に寄り添った高齢者に対する取り組みをお願いして、討論とい

たします。 

○【上村和子委員】 私は、陳情第３号は採択、そして第８号議案に対しては反対の立場で討論をい

たします。 

 討論に入る前に、私は、実は国立市の介護保険のあり方、高齢者福祉のあり方、永見市政になって

大変評価をしておりますし、佐藤前市長から今までずっと反対していた介護保険、国民健康保険も賛

成に回ってきました。それが今回のことでまた振り出しに戻ったなと、つくづくがっかりしておりま

す。これは職員の皆さんにとっては小さなことなのでしょうか。私にとっては本当にショックです。

そのショックが伝わらない、共有化できない限り、本当の高齢者福祉はできないです。だから、私が

今から言うことをよく聞いていただいて、違っていたら、どうか職員の皆様、上村に抗議してくださ

い。批判してください。待っていますから、だから真剣に聞いていただきたい。 

 まず、私は陳情第３号を採択いたしました。これは本当によくぞ時間のない中で、皆様方、陳情を

出していただきました。皆様方の陳情があったことで、議会で委員が指摘することによって初めて、
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初めてです、市が調査に乗り出しました。そのきっかけをつくってくださって、７名の方が、お風呂

がないまま支給が打ち切られるということもわかりました。これは皆様方の陳情の成果です。本当に

ありがとうございました。 

 この陳情の中で一番重いのは、このような高齢者の厳しい生活の中の実情、その中で自分たちの生

きがいになっている高齢者の助成制度を、自分たちの意見を聞かず、市民の意見を聞かないで推し進

めてはいけないという厳しい議会と行政に対する提言でした。これは本当に真っ当な御意見だったと

思います。敬意を表し、採択させていただきます。 

 それを肝に銘じて、いかにその言葉が、第８号議案の審査の中で職員や市長の身にどれくらい落ち

ていったか。私はそれを一番確認したかったです。２度、市長に聞きました。担当者にも聞きました。

しかし、陳情者の言葉の何が胸に響いたのか、はね返ってくるものがありませんでした。少なくとも

私にはありませんでした。聞いておられた陳情者の皆様方にどういう言葉が心に残ったのでしょうか。

どういう言葉を、どういう思いを伝えたかったのでしょうか。 

 当局の廃止に賛成された委員の方々、私は必死でフォローしているように見えました。こんなに削

減するわけではない、助けるセーフティネットが入っていますよね、きめ細かにやりますよねという

福祉保険の委員が全員必死で聞いております。それぐらい心の中では本当に配慮してほしいという思

いが、私は福祉保険委員の全てから伝わってきました。 

 それらを踏まえた結果に見えているのだろうけれども、まず、絶対やってはいけないことを皆さん

方はなさいました。それは今回市民のサービスが低下するおそれがあるものについて、市報を通じて

正規ルートで説明会をやったり、パブリックコメントをとったり、そういうルート、プロセスを踏ま

なかったことです。これは 大の問題です。このことは絶対やってはいけないんです。特に市民のサ

ービスがちょっとでも低下することについては、行政は、必ず全ての市民に問う手段を選ばなければ

いけないのです。骨身にしみてそれはやってもらわなければ困るんです。 

 なぜこれを私が必死で言うかというと、ふれあい牛乳等を見直そうとした上原元市長のときに私は

同じ質問をしました。当事者に聞いてからでないと決めてはいけないのですよと。そのときに上原元

市長は何と言ったか。忘れもしません。当事者に聞いたら、反対と言うに決まっていると言われたん

です。だから私は上原元市長に対して厳しく厳しくやりました。ふれあい牛乳を残させた。そのとき

は自民党さんや公明党さんも一緒になってやってくれました。低下をさせないと。削減の方向に見直

すときには、一番大事にしなければいけないのは利用されている皆様方なのです。行政にとっては痛

いかもしれないけれども、そのことを真っ先に伝えなければいけないのは、団体代表でも、運協の役

員でもないのです。利用されている一人一人の全てに聞かなければいけないのです。それができるの

は市報の正規ルートしかないのです。 

 私は、皆様方がすごく一生懸命考えたことはわかるけれども、そのどこかでこの正規ルートを忘れ

たということは、なぜ自分たちがやらなかったのかということをきょう聞けなかったです。市長から

何となく反省の言葉は聞こえたけれども、本当に反省したら踏みとどまられるはずです。私はそのこ

とをもう１回やり直すまで、執行を停止してほしいぐらいです。 

 それで、実は福祉保険委員会、私は福祉保険委員会をずっとやってきましたが、この件で、この４

年間、１回たりとも中間報告もありませんでした。私、委員長にも確認しました。１回ぐらいこうい

うことをやっているという話がありましたかと。なぜ私たちにこういう方向で進めていますと議会に

言ってくれないのですか。議員である私が知ったのも、この予算案が出てきたときです。青天のへき
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れきでした。そのことが怒りの第二です。市報を通じて、案の段階で市民の皆さんに問わなかった。

２番目には、福祉保険委員会、議会にすら言わなかった。 後、決まった段階でしか言わなかった。

二元代表制の議会軽視です。これは絶対許すことはできません。 

 後に、大川部長を初め、国立市の高齢者福祉をやっている皆様方、今いろいろなところで本人の

意思決定支援ということをおっしゃいます。このことを大事にした福祉をやりたい、何回も聞いてい

ますし、本当にやっています。それは介護が必要になった人や、がんになった人や、そういう人にだ

け適用されるのですか。元気な人には適用されないのですか。本人の意思決定支援ということが中心

にあるならば、なぜ高齢者の保養施設を利用されている方々や、入浴券を使っている方々、入院見舞

金に関しては515人の方が使われていました。ふれあい牛乳に関しては785人、入浴券支給は225人、

保養所の利用の1,460人、この方たちの本人の意思決定支援をどこに置きましたか。どこまでいって

も、御本人たちがなぜ利用しているのか、何が大事なのか、どうしていきたいのか、そのことを中心

に置かない施策をやっていいのですか。 

 私は、今回振り出しに戻ったことを、この20年目の 後の議会の中でこういうショックを受けると

は思いませんでした。皆様方にとっては小さなことでしょうか。ベターをしたし、対案をしたし、行

政としてやれるだけ精いっぱいのことをやったというおつもりで、上村が言っていることに対して腹

が立っている可能性もある。だからこれでやりとりできませんけれども、私自身が本当に願っている

のは、幸せというのは、役所が決めることではないのです。議員が決めることでもないのです。こう

いうものは、あなたはこうすべきであるとか、３回弁当か、ふれあい牛乳か選べという話でもないの

です。あなたは要支援だから、タクシーを出すから福祉会館の風呂に行けばいいという話ではないの

です。本人が行きたかったら、近くのお風呂に行きたいという気持ちをどうやったら尊重できるか。

そしたら、入浴券を使って近くの銭湯に行けるということをどうやったらできるか。ひたすらひたす

らその人が望んでいる方向で支援をし続けなければいけない。私はこの20年間、本気で必死でやって

きました。これが伝わったと思ったのです。 

 ふれあい牛乳にしてもしかりです。牛乳屋さんと、それからふれあい牛乳を使っている人たちが望

んでいるのは本当に牛乳なのか。なぜそのことがうれしいのか。牛乳がいいんだったら、牛乳を守り

続けていく、それが行政マンの使命じゃないですか。それが終わりが来たのならば、事業を見直す、

スクラップをしていく時期に来たのならば、財政当局とぶつかるときが来たのならば、一番忘れては

いけないのは、当事者を中心に置くことです。当事者を中心に置いて、時間がかかってもいいから皆

様方と一緒に、もしかしたらその結論は、今、市役所の皆さんたちが考えた結論と同じになるかもし

れない。だけど、少なくとも職員の皆さんが考えた代替案であっても、当事者を外したところでは喜

ばれないです。当事者の人たちが入り込む中で一緒に考えて、これだったらいいねという終わり方を

しなければ、特に新規事業を始めるよりも閉じるときが行政手腕が求められますし、行政哲学が見え

るのは閉じ方です。今回の閉じ方に、私は本当に行政は、国立市役所は、年をとっても安心して365

日24時間、本人の気持ちを大事にしながら支援をしてくれる市役所になったのかと、私は今までもろ

手を挙げて言ってきたけれど、もう言えないです。 

 だから、もう一度市長と当局に言います。執行に関しては慎重にするように、そして一刻も早く皆

様方に今言ったことを、今からでもいいからやってください。当事者の人を大事にしているというこ

とが伝わるまで、マイナスからの出発です。マイナスをゼロにするのではなく、プラスに持っていく

まで、市長が先頭に立って真剣な誠実な努力を見せて、本日、陳情者がおっしゃった高齢者に思いや
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りを持ってください。それが相手に伝わるまで努力をすることを真摯に求めて、私の討論といたしま

す。 

○【大和祥郎委員】 それでは、陳情第３号高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求

める陳情については不採択、第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案

については賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 まず、先ほど冒頭にお話をさせていただきました、長い時間をいただきながら、本陳情を出してい

ただいた皆様、そしてまた、傍聴に来ていただきました皆様に心から感謝申し上げます。委員会とい

う時間制限ない中で、予算ではできなかったこと、また、皆さんに本当であれば、こういった周知を

しなければいけないことができなかったことに対しては、改めてこういった機会をつくっていただい

たのは、少ない時間でありますが、陳情者の方が誠意を持ってお出しをいただいたことに心より感謝

を申し上げる次第でございます。 

 先ほど来よりさまざまな皆さんから御意見をいただき、そして私自身も質疑させていただきました。

そういった総合の判断の中から、先ほどの結論を出させていただきました。まず、ふれあい牛乳につ

いては、質疑の中で、高齢者食事サービスを週３回かつ牛乳の併用があった場合のみの対象というこ

とで、特に介護保険のアセスを十分に捉えながら丁寧に見直すということであって、これは廃止では

ないと私は判断をさせていただきました。 

 また、入浴券については、入浴が全くできない方がいないのではなく、課題を把握し対応していく。

そしてまた、先ほど市長からは、廃止ではなく休止であると。また、これからは新しくできる鳩乃湯

さん、これに含めて介護予防事業としてもさらに見直していくと、ある意味、発展途上に変えていき

たいということで御答弁をいただきました。 

 また、高齢者保養施設利用助成事業については、後期高齢者の補助金がなくなっても、市単独での

財政を充実するためにも、また、現状でありました年齢制限を撤廃して、団体でより皆さんが楽しん

でいただくために年齢制限を外し、１人当たり2,500円、また１人から９人以下の人については1,000

円ということで、制度自身を見直した中、また、26市の中では、立川市に続いて国立市が唯一26市の

中でも、この制度事業を残していこうということに対しては、私は、国立市の姿勢としては、残して

いただいたことに対して、制度見直しのことに対しては評価をさせていただくところです。より団体

で高齢者の皆さんと、そしてまた65歳の若い高齢者の皆さんと一緒になって楽しい時間をつくってい

ただきたい、そういうふうに願うところです。 

 そして、入院見舞金支給サービスについては、一時金サービスでなく、退院後の生活支援や介護保

険への結びつき、地域支援事業への制度変更が今後の形の中では、より高齢者に対してのさまざまな

生活環境によいのではないかと私は思っておりますし、また、より見守り事業を充実してほしいと思

います。今回は、陳情の中から廃止ということでありますが、総合的に見る中では、さまざまな形の

中で、委員の質疑の中では、経済効果額はどれぐらいかという中では734万円ということがありまし

たが、私はこれ以上のことを、この制度を見直すことによってより充実することを望んでおります。 

 先ほど他の委員からは閉じ方ということがありました。私はこれからこれを見直して始まりだと思

っております。新たな時代、人生100年時代に向けて、どう国立市がかじを切っていくかということ

に応援をしていければと思います。 

 後に１つ申したいことは、いろいろな御意見があったと思います。永見市長は、本年平成31年は、

特にソーシャルインクルージョンを全てのところに配慮して進めていきたいということです。きょう
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さまざまな御意見があったと思います。質疑があったと思います。十分にこれから相談をして、それ

ぞれの人の立場になって、この事業をよりよく進めていくことを切に願って、討論といたします。 

○【望月健一委員長】 全員の委員の皆様から討論をいただきました。 

 討論を打ち切り、採決に入ります。なお、採決は別個採決といたします。 

 初めに、陳情第３号高齢者保養施設利用助成事業など高齢者施策の継続を求める陳情についてお諮

りいたします。本陳情を採択とすることに賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手少数。よって、本陳情は不採択と決しました。 

 続いて、第８号議案国立市高齢者入院見舞金支給に関する条例を廃止する条例案についてお諮りい

たします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午後０時２０分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後１時２２分再開 

○【望月健一委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 次の議題であります第２号議案の審査に入ります前にお諮りいたします。本条例案は、報告事項

(1)生活保護業務に係る事務処理についてに関連いたしますことから、この２件を一括議題とし、初

めに、報告事項(1)生活保護業務に係る事務処理についての御報告を受けた後、第２号議案の補足説

明を受け、一括して質疑を承り、第２号議案の討論及び採決としたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(1) 生活保護業務に係る事務処理について 

 議題(2) 第２号議案 国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案 

○【望月健一委員長】 報告事項(1)生活保護業務に係る事務処理についてと第２号議案国立市生活

保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案を一括議題といたします。 

 初めに、報告事項(1)生活保護業務に係る事務処理について当局から報告を願います。生活福祉担

当課長。 

○【松田生活福祉担当課長】 それでは、報告事項(1)生活保護業務に係る事務処理につきまして、

お手元にお配りしております福祉保険委員会資料№21に基づき御報告申し上げます。 

 本件につきましては、平成30年第２回定例会におきまして第一報を御報告させていただきました。

その後、同年８月には、金額や対象世帯数などの数値に関しまして概要をお伝えさせていただいたと

ころでございます。このたび、内部調査に進展がございましたので、その進捗状況と今後のスケジュ

ールにつきまして御報告させていただきます。 

 初めに、処理の進捗状況でございます。まず、この間の作業によりまして、世帯数ベースで全体の

約64％につきまして、必要な事務処理、または市民対応等を完了しているという状況になってござい
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ます。 

 それでは、平成31年３月１日時点の進捗状況につきまして補足説明をさせていただきます。 

 まず、支給漏れの事案でございます。当初、平成30年８月の段階では31世帯としてございましたが、

その後、事案の内容を精査する中におきまして12世帯増の43世帯、額にいたしまして約44万円増の

169万5,995円となってございます。そのうち、完全に処理が完了している事案につきましては、24世

帯、125万7,595円でございます。内訳を申し上げますと、実際に支給決定がなされたものが18世帯、

既にお亡くなりになられた等の事由で支給に至らなかったものが６世帯となってございます。なお、

処理中の19世帯に関しましては、金額の算定等、事務的な処理はほぼ完了している状態でございまし

て、支給方法の判断待ちという状況になってございます。 

 続きまして、過支給の事案について御説明申し上げます。こちらは、当初130世帯、額にして3,900

万円としてございましたが、同じく内容を精査いたしました結果、124世帯、額にして4,001万2,318

円という状況でございます。処理を完了した事案は83世帯、2,064万6,832円でございまして、内訳と

いたしましては、返還を決定したものが78世帯、額にして1,596万8,180円でございます。なお、返還

不能と記載しております５世帯につきましては、時効等で法的に返還を求めることができない事案と

なってございます。 

 また、処理中のものが41世帯ございますが、こちらはいずれも発生からある程度の期間を経過して

おりますことから、金融機関等に対する再調査の結果待ち、または対象世帯からの連絡待ち、あるい

はそもそも連絡自体がなかなか困難であるというような内容がその多くを占めておりまして、現在、

職員が手分けをいたしまして、市内外へ訪問する等の対応をとっているところでございます。なお、

こちらに関しましては、現在、再調査を行っております関係上、今後全体の金額に変動が生じる可能

性があるものでございます。 

 表中、返還免除額に関しましては、自立更生免除という生活保護上の制度に基づきまして免除を決

定した額になり、控除額等は必要経費等の金額を記載させていただいたものでございます。その上で、

平成31年３月１日時点における返還済み額でございますが、こちらは335万2,412円で、返還率、こち

らは返還済み額Ｂを返還決定額Ａで除した数に100を掛けたものでございますが、21％ちょうどとい

う数値でございます。 

 なお、本資料内に記載はございませんが、本資料作成後から昨日までの間、支給漏れの事案のうち

の１世帯、過支給事案で12世帯につきまして、新たに処理が完了しておりまして、先ほど御説明申し

上げた支給漏れの処理中の事案19世帯と合わせまして勘案いたしますと、昨日時点で全体のおおよそ

８割強につきまして処理が完了しているものと判断できるところでございます。 

 続きまして、裏面をごらんください。今後のスケジュールを記載してございます。 

 (1)では、個別案件の処理について予定を記載させていただいておりまして、本年４月中旬には全

ての事案に関して処理を完了するという予定で現在作業を進めております。また、(2)といたしまし

て、内部報告書についてですが、本調査完了後の４月ないしは５月ごろの完成をめどに作業を進め、

６月定例会における福祉保険委員会において御報告できるものと考えております。 

 後に、調査検証委員会につきまして御説明申し上げます。本報告の後に御審査いただきます国立

市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案並びに同予算案を可決いただいた場合、直ちに

委員の選定、その他委員会の設置準備等に取りかかってまいります。その後、６月ごろまでには内部

調査報告書の内容に関しまして市長より諮問を行い、４回から５回程度の審議を経た後に、委員会か
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ら答申をいただく予定としております。なお、本答申の内容につきましては、その後12月定例会の福

祉保険委員会におきまして、 終報告として改めて御報告させていただく予定でおりますので、あわ

せてよろしくお願い申し上げます。 

 以上、生活保護業務に係る事務処理について御報告させていただきました。このたびは、市民の皆

様、議員の皆様を初めとした関係者の皆様に対し、大変な御不安、御心配をおかけしておりますこと

を、ここで改めて深くおわび申し上げます。引き続き、事務の適正化、さらには信頼いただける生活

保護行政の構築に向けて全力で取り組みを進めてまいります。何とぞよろしくお願い申し上げます。

報告は以上でございます。 

○【望月健一委員長】 続いて、第２号議案、国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条

例案について当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第２号議案、国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員

会条例案につきまして補足説明させていただきます。 

 本条例案は、生活保護業務における不適正な事務処理について、庁内で実施した内部調査の結果を

検証し、再発防止策の検討及び提言を行うため、国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会

を設置するものでございます。 

 それでは、議案に沿って御説明いたします。 

 初めに、第１条でございます。本条は、本委員会の設置について定めたもので、趣旨につきまして

は先ほどの説明と同様でございます。 

 第２条は、本委員会の所掌事務について定めたもので、具体的には内部調査の検証や再発防止策の

提言等を行うことを定めております。 

 第３条は、本委員会の組織について、委員５人以内をもって組織することを規定したものでござい

ます。 

 第４条は、委員の任期について、第２条の規定による答申のあった日をもって終了することとして

おります。 

 第５条は、委員長を互選で定めることなどを規定しております。 

 第６条は、本委員会の会議について、委員長が招集することなどを規定しているものでございます。 

 第７条は、本委員会において、職員に説明を求める場合等を想定し、説明等の聴取ができる旨の規

定を置いているものでございます。 

 第８条は、委員の守秘義務を規定するものでございます。 

 第９条は、庶務に関する規定で、事務局を福祉総務課とすることを定めております。 

 第10条は、委任規定でございます。 

 後に、付則でございます。 

 付則第１は、施行期日になりますが、本条例は平成31年４月１日から施行することとしております。 

 付則第２は、国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正し、同条例

別表第２中で生活保護業務適正化に関する調査検証委員会委員の報酬を9,100円とすることを定めた

ものでございます。 

 以上が、国立生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案の補足説明でございます。よろし

く御審査のほど、お願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 報告及び説明が終わりました。一括して質疑を承ります。上村委員。 
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○【上村和子委員】 報告と、それから、第２号議案ですが、まず、第２号議案に関しましては第三

者委員会を立ち上げて検証するということで、これはいいことだというふうに思います。それに先立

って、重要なのは報告事項にありました担当課における生活保護業務に係る事務処理についての検証

であります。このタイムスケジュールを見ますと、内部報告書、恐らく検証結果、再発防止も含めて、

内部の報告書の作成は、2019年４月から５月ごろだと、議会報告は６月だとなっておりますが、現段

階で、内部でどのような総括をし、そして、どのような再発防止策を考えておられるのか、現段階で

構いませんので説明してください。お願いします。 

○【松田生活福祉担当課長】 では、今時点での総括ということで、可能な限り丁寧に御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、前提としまして、今、委員からも御説明をいただきましたように、正式には内部報告書にお

いて明らかにしてまいる事項というものがかなり多くございます。現実的に、今、内部で調査検証し

ている内容で、まだ決まってないもの、不確定なものもかなりございまして、この時点で申し上げら

れないことも含まれておりますので、その点につきましては御了承いただければと思います。 

 また、本件ではさまざまな要因が、同時期、今回は５年間ということで調査をいたしましたが、こ

の期間で非常に多発的というか、いろいろな要素が絡んで、さらにその相関関係なども恐らく複雑に

なっているのだろうというところもございますので、現時点では決定的な原因、ないしは背景といっ

たものをお示しすることがもしかすると難しいかもしれません。ですから、こういった点につきまし

ては、今後、第三者委員会におきまして、このような点をしっかりと専門家の見知、知見で御審議い

ただきたいというようなことも含めまして、主にそういった形になろうかと思いますが、今回お答え

をさせていただければというふうに考えております。 

 まず、以前、平成30年８月の時点で公表したときに、ペーパーに記載させていただいておりますが、

何点か今後、恐らく重要なポイントになってくるだろうというものを、本当にさわりだけなんですけ

れども、実際に例示をさせていただきました。その中で、今、改善の手当てができているもの、ある

いは今後、先ほど申し上げたような、やはり検討がさらに必要だろうということをちょっとかいつま

んで御報告させていただければと思います。 

 まず、改善済みのところを主に御説明いたしますが、事務処理手順の改善のところ、これはもう既

に御案内のことかとは思うんですけれども、公表をした時点でも既に修正してございまして、これま

でなかなかケースワーカーが処理を、要するに書類の流れというものが、そもそもかなりの量がござ

いますので組織的にこれを把握するのが困難であったということでございます。こちらは書類の収受

を一元管理することで、査察指導員、こちらはいわゆる係長職を、今、国立市では置いてございます。

係長職や管理職がその進捗状況を確認しやすいということを主眼に改善をしておりまして、その後は、

今、確認できている範囲では同様の事故は発生してないということでございます。 

 続いて、今のところにも少しかかわるんですが、進行管理体制のところも、簡単にいうと1,000世

帯ぐらいございますので、それを限られた人数の中でやっていくというのはかなり難しいという前提

はございますけれども、指摘をした後のフォローが弱かったという、その辺の課題が見えてきており

ますので、こういった点を、これも平成30年度の初めの時点でリスト化しまして、これも一元管理を

して、お互いに査察指導員が管理したり、あるいは管理職の目が入るような形で、今、運用をしてお

ります。あとは、やはり管理されるだけではなくて、ケースワーカーが自立的に、いわゆるセルフマ

ネジメントと申しますか、そういったことができる育成という観点も必要でございます。これは査察
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指導員に言えることかと思うんですが、そういった観点で今のリストなども活用しながら人材の育成

に努めているという状況でございます。 

 あとは、今の人材育成というところなんですが、ケースワーカー、この間、およそ20名前後かわっ

ておりますけれども、在籍の年数が割と二、三年ぐらいで推移しているんですね。ですから、これは

どれが正しい、あるいはその職員の者の能力、あるいは背景、資格などによっても全然違いますので、

この辺は一概には申し上げられないんですが、一般的なほかの事務職員も含めて異動サイクルがどれ

ぐらいであれば、ケースワーカーの育成に適しているのかみたいなところは、今後、第三者委員会の

ほうで、改めて専門家の知見もかりながら御審議いただきたいなというふうに考えております。 

 当初から割と御質問いただいているところで、執行体制、人員体制というところがございましたが、

この点につきましては、その後いろいろと調査をしていった結果、ここ10年間で、簡単に申し上げる

と６人増員しています。もともとは４人でしたから、２倍以上になっているわけです。それは皆様御

承知のとおりかと思いますが、この10年でかなり社会経済情勢等も変わりましたし、生活保護の受給

世帯もふえていますので、これはそれに対応したものでありまして、適宜しっかり対応できているの

ではないかなと思います。また、福祉総務課というのは非常に広い所掌を持っていまして、今現在も

かなりいろいろな分野の福祉に携わっておりまして、管理職の負担も非常に大きなものと想像できま

す。その点は平成30年度に担当課長が配置されましたので、その辺は適切に人員配置がされているの

ではないかということで、今、考えているところでございます。 

 ちなみに、ケースワーカーの社会福祉法上の標準数は80世帯となっておりまして、26市の平均値は

およそ100世帯でございます。国立市は、今、90世帯から100世帯の間ということでございますので、

少なくとも平均よりは持ち分は少ないという事実がございます。 

 あと、職員意識ないしはストレスというような部分でございますけれども、やはりケースワークの

業務だけではなくて、一概には申し上げられませんが、事務のボリュームも比較的多いほうなのでは

ないかなと思います。あともう１つ、ケースワーカーで特徴的なのは金銭的な給付を行う職務ですの

で、もちろん決裁のルートはありますけども、一義的には、まずケースワーカーが判断して上げてい

かなければいけない。それはやはり市民の方の命に直結する内容でございますので、そういった精神

的なストレスというのはかなり課題なのだろうということは想定できます。そういったストレスをど

うふうに組織的に処理していくかというのは、これはできていた、できていないではなくて、今後の

課題として常に考えていかなくてはいけないものであると思いますし、これは第三者委員会の中でも

恐らく議論していただけるのではないかなと思っております。 

 そういった組織マネジメントみたいなところもかなり重要な視点かと思いますが、この点につきま

しては、そもそもマネジメントとはどういうものなのか。やはりそのあたりからきちっと掘り下げて

考えていく必要があると考えておりますので、今回、後ほど御説明をさせていただきますが、調査検

証委員会の中に、そういったマネジメントとか、人材育成とか、そういった視点の専門家の方も検討

段階ですが入れておりますので、そのあたりも含めてしっかりと御議論いただければありがたいかな

というふうに考えております。 

 あとは、同じマネジメントという視点で書かせていただいていたんですが、リスクマネジメントと

いうものが一般的にございますが、こちらもどれをリスクとしてとって、どれを回避していくのかと

いうことを、もう少し組織として今後検討していく、これも課題でございます。どういうふうに判断

していくのかというのがなかなか難しいところだと思います。生活保護の業務はかなり多岐にわたっ
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ておりますから、それを例えば、いわゆる生活保護手帳というものだけでも辞書みたいなものなんで

すね。これを日々の運用の中でケースワーカーは必死になってめくりながらやっておりますから、こ

のあたりもケースワーカーの負担を考えながら、今後検討が必要だろうと思っております。 

 後になりますが、制度的あるいは構造的な背景というものが、やはりございます。これは以前、

市長のほうから申し上げたかもしれませんが、そもそも生活保護制度というものが事後的に事務処理

を修正していくような、ある程度そういうシステムになっておりまして、これは実は多摩市の第三者

委員会の報告書でも、そのまま引用いたしますと「ある程度の漏給や過支給の発生を前提とせざるを

得ない仕組みとなっている」というふうに指摘がございます。だからといって事務のミスが発生して

いいというものではございませんが、少なくともそういう構造的な背景があるというのは、多摩市の

第三者委員会は弁護士等が当然入ってやっておりますので、そういった部分はあるのかもしれません。

これはやはり、同じく私どもも今後検討していかなければいけない。あるいはもう１つ背景として考

えられますのが、これは福祉事務所とか生保だけではないかもしれませんけれども、やはり行政側、

特に今回の場合は金銭給付を主眼とする制度ですので、行政側と市民との関係性と申しますか、いい、

悪いの意味ではなく、ある程度権威的な関係性がプラットホームにある可能性がありまして、そうす

ると、簡単にいいますと、なかなか市民の方が間違えていても言いづらいみたいな構造が出てくると

思うんです。ですから、我々はそれを常に意識して対応させていただいておりますし、それを御指摘

いただければ、もちろんきちっと向き合いながら寄り添ってケースワークをしておりますけれども、

ただ、なおかつそういった背景というのがもしあるとするならば、それは日常的に組織として意識し

ながらやっていくしかないのかなと思いますので、これも解決がすぐできるという類いのものではご

ざいませんけども、そういった背景があり得るというところは、今後の検証委員会の中で御議論いた

だきたいなというふうに考えています。 

 済みません。今の時点ではあれなんですけども、ケースワーカーは、今現在、非常に頑張っていま

して、先ほど申し上げたようにすごいストレスもありますし、業務的にもかなり過重な中、本当に頑

張ってやっています。それを支える係長職であったりとか、ほかの職員も本当に頑張っていますので、

まだ終わってない中でこういうことを申し上げるのは少し不適切かもしれませんが、しっかりと今後

の組織の、我々の生活保護行政に生かしていくということで何とか対応してまいりたいと考えており

ますので、また引き続き御指導のほどいただければと思います。以上でございます。ありがとうござ

いました。 

○【上村和子委員】 私は、マイナスからゼロに戻すだけではなくて、プラスまで持っていく内部の

総括を、この段階まででよくされたというふうに思います。今お聞きしても、まずは事務処理の手順

の中では一元管理をしてミスを早目に発見する。その後、進行管理で査察がしっかり見るけれども、

言いっ放しにしないでフィードバックもしてちゃんと点検もやるし、ケースワーカーのメンタルヘル

ス、そして、組織的マネジメントの視点から考えると。リスクマネジメントも図る。そして、構造的

な問題、人材育成の問題、本当に全てにわたって、既にここまでの点検をやったことで、担当課長が

ついたことで、これは市長の英断だったと思います。 

 この段階の中で、組織がしっかり問題を把握して、そして、平均2.5年と聞きました。結構短い年

月でケースワーカーさんが変わっていくのだなと。それで資格とかも含めて、若い人も資格がなかっ

たり、若い人が来たりとかして、結構そういう中で大変な業務の中で、チームワークでやってこられ

たということで、ぜひここまでの内部報告書をもとに、願わくば調査検討委員会に関しましては、こ
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れだけ担当局がしっかりまとめ上げた調査ですから、それをまたしっかり、さらに磨きをかけてくだ

さる検討委員さんたちを呼んでいただきたい。しっかりと力のある方を呼んでいただきたい。 

 私の質疑、 後１点にします。そのような内部調査の見事な調査報告書を、しっかりグレードアッ

プできる第三者機関をつくっていっていただきたい。その覚悟はどなたに、この委員さんを選ぶのは

どなたなんですか。市長なんですか。ぜひこれだけの職員の方々の、自分たちのミスからそれを解決

するためのプラスアルファまでまとめ上げた報告書になると思います。それに応えられる委員会を、

ぜひ立ち上げていただきたい。すばらしい人たちを選んでいただきたいんですが、市長の決断という

か、姿勢を伺って質疑は終わります。 

○【永見市長】 御指摘のとおり、この委員会が我々が検証した内容に過不足ないのかどうなのか、

十分我々に対して、私どもが被告席でございますので、私たちに対して前へ進められるような御提言

いただける、調査結果をいただけるような人選に努めてまいりたいと思います。 

○【石井めぐみ委員】 済みません。１点だけ確認させてください。本当にここまで、お話を聞いた

ときには、どれだけこれに時間がかかるのだろうという、ちょっと絶望的な気持ちもあったんですけ

れども、本当にいろいろ対応していただきまして、ここまでやっていただきましたことには感謝いた

します。 

 処理の進捗状況のところで、ちょっとだけ気になったので、過支給の事案に対しては返還済み額と

書いてあるんですけれども、支給漏れのほうは済みというのがないんです。支給漏れの支給は、決定

と不能しかないではないですか。支給済みという方はいらっしゃらないんですか。これはまだという

ことなんですか。 

○【松田生活福祉担当課長】 こちらの支給決定をした時点で、これは支給済みと同義ということで

御理解いただければありがたいです。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。そこのところはちゃんと素早くやっていただいているので、

これはもう決定と済みが同じということですね。わかりました。ありがとうございます。 

○【住友珠美委員】 端的に何点かお願いいたします。 

 生活保護業務に係る事務処理についての過支給の事案というところなんですけれども、一番 後、

（Ｂ）になるんですね。返還済み額が21％ということでございました。裏面を見ますと、本件に関す

る債権管理業務はこれ以降も継続して行っていきますと。ということは、これはそのほかの８割の方

に対して今後は行っていくということでよろしいのか。行う内容としては期限とかがあるのか、どこ

かで期限を区切ってしまうのか、その辺の確認をさせていただいていいですか。 

○【松田生活福祉担当課長】 まず、返還済み額、およそ330万ということに対しまして、こちらが、

今、２割でございますので、委員おっしゃるとおり、現時点ですけれども、８割に関して返還がなさ

れていない。これを、今、御指摘いただいた裏面の債権管理業務という中で行っていくことに間違い

ございません。 

 こちらの期限という御質疑でしたけれども、基本的には督促等を行いながらしっかりと管理をして

いきまして、時効はございますが、あとは申請等をいただくと、履行延期といったいろいろな制度が

ございます。基本は５年ですけれども、ある程度の期間、こういったものを管理して、 終的には不

納欠損という形になっていくというような流れでございます。 

○【住友珠美委員】 何度か私も、ここのところで御相談を受けたことがございまして、実は前にも

言ったと思うんですけれども、過支給があったという文書が来てもわからなかったという方がいらっ
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しゃいまして、今、期限は切らないでやっていただけるといったところでございますので、御病気の

方であればなかなか頭に字が入ってこなかったということを聞きました。お一人お一人の特性に合わ

せて御説明していってほしいと思いますけども、こういったところは大丈夫でしょうか。 

○【松田生活福祉担当課長】 今、御指摘いただきましたが、確かに生活保護を受給されている方の

中には、制度的な御理解をいただくということでかなり困難を抱えていらっしゃるということも我々

も非常によく承知しているところでございます。したがいまして、今回の件に限らず、特にそういっ

たお金関係の債権管理などにつきましては、よくよく丁寧にお一人お一人にお会いして、今回の場合

は、まず謝罪からしておりますけれども、お会いした中で御説明をして、その方に合った形でケース

ワーカーなり、担当の職員が対応していくということを今後徹底してまいりたいと思っておりますの

で御理解いただければというふうに思います。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。すごく丁寧にやってくださっているのは、端で見てい

て理解しているところでございますが、気持ちの問題とかもありますので、せかさないようにしっか

りと納得していただいて、前に進めることをお願いしたいと思います。以上です。 

○【青木淳子委員】 では、何点か質疑いたします。 

 先ほど課長のほうからケースワーカーが20名ほど関係していて、二、三年で交代するとお話があり

ました。このケースワーカーの方は、二、三年で交代して、ほかの課に行かれるというふうに考えて

よろしいのでしょうか。それとも、ほかのところに行って、国立市外のところでお仕事をされるのか

説明をお願いします。 

○【松田生活福祉担当課長】 先ほど申しました二、三年というのは概算で、およそそういった積算

をしたものを人数で割ると大体それぐらいになるということなんですが、申し上げた趣旨としては通

常の人事異動の中で異動していくということを想定して申し上げました。ただ、今回の場合は退職し

た職員もおりますので、この点に関しては一概にはちょっと申し上げにくいんですが、一応、そうい

った趣旨でございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。その中には退職された方もいらっしゃったということで、また、

ほかの課に異動した方もいらっしゃるということだと思います。そういった中で、やはりさまざまな

多発的な要因や原因も複雑であって、これがこれですというようなものが今の時点ではなかなか表に

言葉として出しにくいというのがよく理解できたんですけれども、やはり人材育成として、今、世間

でもコンプライアンス教育が非常に重要であるというふうによく言われています。国のほうでも適正

でない事務処理があって、国会では大問題になっていることもございます。法令遵守、公務員倫理と

申しますか、その教育は国立市ではどのように行っているのかお尋ねいたします。 

○【平職員課長】 公務員倫理の育成についてという御質疑と考えます。基本的には、初任の市役所

の職員になったときに、公務員倫理については、当然、研修のほうを行っております。あとは職層が

上がるごとに、年次に応じて、例えば主任になったときの研修もしくは係長新任研修、課長新任研修、

そういった段階の各研修の中でそれぞれの職責に応じて公務員倫理というところは、コンプライアン

スも含めて研修のほうを行っております。また、リスク管理というところでいいますと、課長になっ

たときにはリスクの洗い出しから分析であったり、予測、あとはそのリスクが顕在化したときにどう

いう対応をしていくか、そういった研修を取り入れて行っております。以上です。 

○【青木淳子委員】 わかりました。年数に応じて、職責に応じて、コンプライアンスというか、公

務員倫理、またリスクに関するマネジメントもあわせて行っているということが確認できました。こ
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れは意見になってしまうとあれなんですけれども、ぜひ形骸化しないでいただきたいということをお

願いしたいと思います。私からは以上です。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。上村委員。 

○【上村和子委員】 私は、この第２号議案、賛成の立場で討論をいたします。 

 今回、事務の手続に関して不正があったということで、この間、当局で課長も配置し、内部の検証、

そして、再発防止、根本的に生保のケースワーカーのあり方、全てを内部でまず調査をし、結論を出

してきたということに関しましては、きょう伺いまして評価をいたします。 

 １つ、議会として評価するだけではなくて、この当事者の方々の中で支給漏れがあった人たちとか

が怒ったかというと、決して怒ったということではなくて、理解を示してくれる当事者の方たちがい

たというような報告も受けております。それが一番物語っているのではないかというふうに思います。

見ていましても、この間、生活保護の窓口等にちょっと行くと、しょっちゅうケースワーカーさんた

ちが集まって話し合っている様子が見られます。事あるごとにみんなで相談をしているという、１人

ずつが処理するのではなく、チームでやるという組織マネジメントが定着している感じが伝わってき

ます。もちろん個々のトラブルがこの間もありました。私が同行しても一つ一つのトラブルに対して

も、担当課長がすぐに飛んできて、査察も飛んできて、みんながやってきて、そして、何があったの

でしょうかと対応するというふうに、全員でやっている様子をとても伺います。もう１つ、私が親し

くしている路上の生活者支援をやっている府中緊急派遣村さんですけれども、さまざまな自治体に継

続的にかかわっておられますが、国立市の生活保護の担当課の対応はいいですと、ほかの自治体と比

べてもいいです、心が入っていますし、ちゃんと対応が親切ですとというお褒めもいただいておりま

す。そういう意味で、制度的にミスは起こる。でも、そのミスに対してしっかり向き合って、課長は

昨日、ヒアリングの中でマイナスをゼロにするだけではなくて、10倍も20倍もプラスになるような検

証をするのだということを言いました。そのような方向で見直しがされていることを評価いたします。 

 ケースワーカーのあり方として、１つ、やはりケースワーカーの人たちが入所してすぐの新人の方

などが生活保護という大変厳しいところの資格もなしにケースワーカーに赴任するということがもし

あるのであれば、これは大変厳しい話だと思います。それぐらい生活保護の現場というのは大変苛酷

であります。ですから、どういう段階でケースワーカーになってくるのか。資格も含めて、もう一度、

組織的に職員の人材を大切にするという意味で考えられるといいかなというふうには思います。さら

に、そういう中でメンタルヘルスの問題というのはすごく重要になってきます。まだまだ多い、生活

保護の対象を皆さんお持ちです。本来は、こういう相談に乗る仕事の人たちは電話相談であり、個別

面接であり、１つの面接と１つの面接の間はブレイクとして、例えばコーヒーをちょっと飲むとか、

ちょっと外の空気を吸うとか、そういうちょっとした時間が実はとても大事、気分の切りかえをする

というのがとても大事で、そういう保障ができる余裕の時間は今あるのだろうかと。そういう意味で

は、専門職に対するメンタルヘルスとか、そういう整備というものも今回ちょっと目をやっておられ

ますが、すごく重要に、これは担当部局だけではなくて市役所を挙げてやっていただきたいというふ

うに思います。 

 それから、本日 後の気づきにあった一番重要だと思いますのは、生活保護にかかわらず、市役所

の市民向けのお金を支給したり、そういう部署の職員というのは、目の前に来た市民から見たら権力
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関係にあるのだということを自覚して、市民側からなかなか間違いを指摘しづらい関係がもともとあ

ると。そのことを職員側がより自覚をして、そのことに十分配慮をしていかなければいけないという

人権の視点での気づきというのは、私はすごく重要だったなというふうには思います。 

 ぜひこの調査報告をもとに、これができれば全てのケースワーカー、ほかのところにも適用できる

と思いますから、国立市の相談支援のケースワークのあり方のビジョンというものを示す基準がこれ

でできるかと思います。そこまで高めて、マイナスから10倍で、前に向けて、結果プラスになるよう

なものを期待して賛成といたします。 

○【住友珠美委員】 第２号議案、国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案には賛

成の立場で討論いたします。 

 事の発端は、不適正処理といったところから始まりました。ぜひとも国立市において、生活保護業

務、よりよい業務運営がなされるためにも、この委員会でしっかりと見識を持った方、また外部の目

が入るということは１つ大きな風になるかなというふうにも考えております。ぜひともその点をしっ

かり踏まえ、そして、ケースワーカーさんにとっても、不適正処理というふうに書いてありますけれ

ども、やっぱり人間でありますからミスはもちろん犯すことがあると思います。でも、そのミスがあ

っても 小限にとどめられることと、そして、ケースワーカーさんにとっても救いとなるような運営

を、今後進めていっていただきたいと願いまして賛成の討論とさせていただきます。 

○【石井めぐみ委員】 私も賛成の討論をさせていただきます。今回は、調査検証委員会を立ち上げ

るという条例なので、そのことについて一言。 

 半年ぐらいの期間になると思うので、そこでどのぐらい十分なことができるのかなというのは、や

はりちょっと疑問です。というのも、先ほど課長がおっしゃっていたように、これは構造的な問題と

いうのを多くはらんでいて、その構造的な問題を前提にしながら考えなくてはいけないということは

とても難しいと思います。既に他市で立ち上がっている、多摩市とか、日野市でも立ち上がっている

ので、そちらの方たちとも一緒に考えながら、これを国立市だけでもって考えていても恐らく解決は

難しいと思うので、御経験のあるところからの御意見なども伺いながらやっていっていただきたいと

思います。この間、本当に御苦労あったと思いますけれども、頰を緩めずというか、頑張っていただ

きたいと思います。賛成の討論です。 

○【青木淳子委員】 第２号議案、賛成の立場で討論をいたします。 

 平成31年２定において不適切な事務処理があったことが公表されて、約１年かけて内部調査が、現

在も行われています。その調査は市内外の訪問まで及んでおり、受給者への対応、謝罪、説明など、

このような事案が発生しなければ行われることのなかった、通常の業務以外にかかわることであり、

多くの人と時間をかけて行われてまいりました。担当課の職員の負担がどれほど大きいか想像するも

のであります。今後条例を制定して調査検証委員会を設置して、委員を５人決めて不適正処理の内部

調査の検証を行って、再発防止策の提言を行っていただくことになります。この間、市民の皆様には

支給漏れや返還をしていただくなど、大変な御迷惑をおかけすることになり、市役所の信頼を失った

ことは大変残念でならないと感じております。職員にも本来の業務以外、多大な労力をかけ、さらに

予算をかけていることになります。 

 先ほどの課長の御答弁の中で、制度的、構造的には、ある程度、過支給、支給漏れがあるのは仕方

ないというふうにありました。やはり人間がすることですので、あっても仕方のないことではあると

思いますが、やはりリスクマネジメント、ヒヤリ・ハットと、こういう事案がある場合は間違いが起
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きやすいということをしっかりと検証していただければなと思います。また、先ほど申し上げたとお

り、コンプライアンス教育、公務員倫理をやっていらっしゃるようですので、これが形骸化すること

なく、今後もしっかりと行っていただきたいと考えます。 

 国立市の職員は、小さい市でありますが、一人一人へのかかわりが非常に丁寧で心があるものであ

ると私は感じております。しっかりチームワークを強めながら、よりよい業務をしていただくことを

お願いし、賛成の討論といたします。 

○【大和祥郎委員】 第２号議案につきましては賛成の立場で討論いたします。 

 他の委員からもいろいろ質疑があり、そしてまた、当局におかれましては真摯に対応されたこと、

期間としては約９カ月、１年弱でありますが、ここまでやっていただいたことに感謝しています。 

 生保相談業務というのは 後のとりでの相談であって、また新たなスタートの大変重要な業務だと、

多分認識をされてやっておられるのかなと私は推察しております。そういった中で、こういったあっ

てはならないミスではありますが、それをいかに自分たちが努力をして検証してきていただいたこと、

そしてまた、今回はお金をかけますが第三者委員会をつくるということで、さらに襟を正して、国立

市の皆さんに御迷惑をかけないということで出されたこと、これに対しては高く評価をさせていただ

き、２度とこういうことが起きないように、さらに国立市の住民福祉の向上に向けて頑張っていただ

くことを期待して賛成といたします。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 第２号議案国立市生活保護業務適正化に関する調査検証委員会条例案についてお諮りいたします。

本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(3) 第５号議案 国立市児童育成手当条例の一部を改正する条例案 

 議題(4) 第６号議案 国立市心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例案 

 議題(5) 第７号議案 国立市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案 

○【望月健一委員長】 第５号議案国立市児童育成手当条例の一部を改正する条例案から、第７号議

案国立市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案までの３件を一括議題といたします。なお、

採決は別個採決といたします。 

 当局から補足説明を求めますが、その順序につきましては、初めに第５号議案の補足説明をしてい

ただき、次に第６号議案及び第７号議案の補足説明をしていただくことといたします。 

 それでは、初めに第５号議案国立市児童育成手当条例の一部を改正する条例案について補足説明を

求めます。子ども家庭部長。 

○【馬橋子ども家庭部長】 それでは、第５号議案国立市児童育成手当条例の一部を改正する条例案

について補足説明させていただきます。 

 本条例案は、所得税法の一部改正により、控除対象配偶者の定義が改正され、児童育成手当の所得

制限の額を定める際の扶養親族等のうち、控除対象配偶者が同一生計配偶者に改正されましたことか

ら所要の改正を行うものでございます。 
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 続きまして、本文について御説明させていただきます。 

 第４条は、児童育成手当の支給要件について規定しておりますが、そのうち所得の制限について規

定いたしました第２項第１号中の控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものでございます。支給

要件に変更は全くございませんので、今回の所得税法の一部改正により、同一生計配偶者のうち、納

税者の所得が1,000万円以下の配偶者と新たに定義されました控除対象配偶者に限らず、それ以外の

方として、納税者の所得が1,000万以上の配偶者につきましても、これは従前どおり児童育成手当の

所得制限の額を定める際の扶養親族等に含まれることとなります。 

 ひとり親世帯を対象としております児童育成手当におけます控除対象配偶者につきましては、二十

未満で一定のしょうがいをお持ちのお子さんを養育している場合に支給されます障害手当の支給に際

して、所得制限が額を定める際の扶養親族等に含まれることとなりますが、実際に対象となる方はい

らっしゃいません。 

 付則といたしましては、第１項は、本条例の施行は公布の日とするものでございます。 

 第２項は、改正後の国立市児童育成手当条例の規定は、平成31年６月分以後の月分の児童育成手当

の支給について適用し、同年５月以前の月の児童育成手当の支給については、なお、従前の例による

ものといたします。 

 補足説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 次に、第６号議案国立市心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例案及

び第７号議案国立市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案について補足説明を求めます。

健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第６号議案国立市心身障害児福祉手当条例の一部を改正する条例案及び第

７号議案国立市心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例案の２議案につきましては、内容が同

一でございますので一括して補足説明をさせていただきます。 

 それでは、各議案をごらんください。これら議案の条例において、手当の支給要件の１つに控除対

象配偶者及び扶養親族の有無や人数に応じた所得制限を設けておりますが、先ほどの第５号議案の補

足説明のとおり、所得税法の一部改正により、控除対象配偶者の定義が見直され、控除対象配偶者が

同一生計配偶者に改められました。その改正に合わせまして、両条例とも第２条第２項第１号中の控

除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものでございます。 

 これら議案の条例の付則でございますが、第１項といたしまして、本条例の施行は公布の日とする

ものでございます。 

 第２項といたしまして、改正後の本条例の規定は、平成31年８月以降の月分の手当の支給について

適用し、平成31年７月以前の月分の手当の支給については、なお、従前の例によるものでございます。 

 なお、これら条例の一部改正につきましては、文言の整理を行うのみで手当の支給要件に変更はご

ざいません。 

 補足説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、一括して討論に入ります。上村委員。 

○【上村和子委員】 一括して、初日に他の議員からこの意味がよくわからないと質疑があったんで

すけど、その後、実にわかりやすい、こういう図表を担当課長が頑張ってつくってくれまして、図に
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してもらったら一発でわかりました。大変わかりやすい説明の資料をつくっていただいて本当にあり

がとうございます。この表によって所得税法が全く変わったけれども、その影響が及ぼさないという

ことがわかりましたので賛成いたします。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 まず、第５号議案についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 続いて、第６号議案についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 後に、第７号議案についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(7) 第９号議案 国立市介護保険条例等の一部を改正する条例案 

○【望月健一委員長】 第９号議案国立市介護保険条例等の一部を改正する条例案を議題といたしま

す。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第９号議案国立市介護保険条例等の一部を改正する条例案について補足説

明いたします。 

 本議案は、消費税率の引き上げによる低所得者の保険料軽減強化の完全実施に伴い、平成31年度及

び平成32年度において、所得段階が第１段階から第３段階までの第１号被保険者の保険料を軽減する

ために条例の一部を改正するものでございます。 

 第１条は、平成31年度及び平成32年度における保険料の特例といたしまして、国立市介護保険条例

第７条第１号、第２号及び第３号に規定する所得の少ない第１号被保険者について公費の投入がなさ

れるため、保険料それぞれ１万9,800円、３万4,300円、４万8,800円とすることを規定するものでご

ざいます。 

 第２条は、国立市介護保険条例の一部を改正する条例に規定されていた平成30年度から平成32年度

までの介護保険条例第７条第１号に規定する所得の少ない第１号被保険者について、従前の保険料の

特例のうち、平成31年度及び平成32年度の特例のみを廃止するものでございます。 

 後に付則でございますが、本条例案は規則で定める日から施行するものでございます。 

 なお、補足資料といたしまして、福祉保険委員会資料№７国立市介護保険条例等の一部を改正する

条例案資料を提出してございます。 

 以上が、国立市介護保険条例等の一部を改正する条例案の補足説明でございます。よろしく御審査

のほど、お願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 確認させてもらいます。 
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 まず、１段階から３段階までの対象人数は何人ぐらいになるんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。私どもの見積もりでは、第１段階から第３段階までで、

およそ5,500人強でございます。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 書いてある資料を見ますと、市の負担割合が４分の１ということですけれども、

金額にするとどのくらいの負担になるのでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 今回の保険料軽減につきましては、全体の規模で4,200万円ほどを考え

てございます。そのうちの４分の１程度が市で負担する分というところでございますので、およそ

1,000万円超といったところでございます。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 ちょっと嫌らしい言い方ですけれども、もしも消費税が上がらなかったら、こ

の場合はどうなるのでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 今回、国の事務連絡では消費税が上がらなかった場合にこれがなくなる

ということではございませんでして、既に条例の記載例、条例例と私どもは呼んでございますが、一

定程度の引き下げを行うということで指示が出ております。ただし、今回、平成31年度の消費税の引

き上げが10月からを予定されてございますので、今回の保険料の引き下げ幅というのは６カ月分の消

費税財源を計算したものとして示されてございます。以上でございます。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 第９号議案には賛成の立場で討論いたします。 

 これは低所得者の高齢者保険料軽減強化ということでございますので、もちろん我が共産党では、

これは賛成とさせていただきます。以上です。 

○【上村和子委員】 質疑もしませんでしたけれども、もちろん消費税をやらない場合でも引き下げ

はやるということで、願わくば消費税が上がらないまま、このまま引き下げのほうがいいなと思って

いますけれども、１つ、わかりやすい資料を事前につくってもらいました。とてもわかりやすい資料

と、それから、わかりやすい説明がありましたので、このような形で今後も市民に向けても丁寧な説

明をしていただければと思います。資料がよかったので質疑しなくて済みました。終わります。私の

賛成の討論といたします。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

午後２時２２分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後２時３４分再開 

○【望月健一委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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 議題(8) 第１１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

○【望月健一委員長】 第11号議案平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、福祉保

険委員会が所管する歳入、民生費、衛生費の一部を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、福祉

保険委員会が所管する部分につきまして補足説明いたします。 

 初めに、６ページをお開きください。 

 第２表、地方債補正のうち、保育所整備事業は歳出の決算見込みに伴う財源調整により起債限度額

を減額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。14ページから21ページになります。なお、項目が多い科目

につきましては、主なものを御説明いたします。 

 款12使用料及び手数料、項１使用料は、コミュニティサイクル導入実証実験に伴う行政財産使用料

を増額するものでございます。 

 款13国庫支出金、項１国庫負担金は、歳出に連動して子供のための教育・保育給付費負担金を増額

するほか、母子生活支援施設入所措置費等負担金を減額するものでございます。 

 16ページ、17ページの項２国庫補助金は、西児童館のブロック塀緊急修繕についての次世代育成支

援対策施設整備交付金を追加するほか、歳出に連動して保育所等整備交付金を減額するものでござい

ます。 

 款14都支出金、項１都負担金は、歳出に連動して子どものための教育・保育給付費負担金を増額す

るほか、児童育成手当負担金を減額するものでございます。 

 項２都補助金は、歳出に連動して子ども・子育て支援交付金などを増額するほか、待機児童解消区

市町村支援事業補助金などを減額するものでございます。 

 18ページ、19ページ、下段のほうになりますが、款17繰入金、項１特別会計繰入金につきましては、

介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計補正予算案の提出に伴い、繰入金を増額するものでござ

います。 

 項２基金繰入金につきましては、歳出に連動して青少年育英基金繰入金を減額するものでございま

す。 

 款19諸収入、20ページ、21ページの項４雑入につきましては、補助対象事業の追加により後期高齢

者医療制度・長寿健康推進事業補助金を増額するものでございます。 

 款20市債、項１市債につきましては、歳出の決算見込みに伴う財源調整により、保育所整備事業債

を減額するものでございます。 

 次に、歳出の補足説明をいたします。歳出につきましては、大半が決算見込み、契約差金等による

減額でございます。主なものについて御説明をさせていただきます。 

 34ページから45ページまでは、款３民生費です。 

 項１社会福祉費につきましては、36ページ、37ページになりますが、決算見込みにより移動支援事

業費、しょうがい者日中活動系サービス推進事業補助金などを減額するものでございます。 

 項２児童福祉費は、40ページ、41ページの下のほうになりますが、北３丁目都有地を活用した保育

園創設事業の進捗等により、保育所施設整備費補助金を減額するほか、42ページ、43ページでは国基
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準単価の改正により施設型給付費を増額するものでございます。 

 44ページ、45ページの下段のほうになります項３生活保護費につきましては、決算見込みにより生

活保護就労支援嘱託員報酬を減額するものでございます。 

 46ページから49ページまでは、款４衛生費です。 

 項１保健衛生費につきましては、決算見込みにより里帰り出産等予防接種費用助成費などを減額す

るほか、48ページ、49ページでは受診者数の増により、がん検診委託料を増額するものでございます。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には

補正予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。石井めぐみ委員。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、１点だけ、この時期ですから決算の見込みなどによるものが多い

と思うんですけれども、43ページの下のほうです。学童保育嘱託員報酬が大きくマイナスになってい

ます。ということは、これは人数がいなかったということですか。これはどういうマイナスでしょう

か。 

○【清水施策推進担当課長】 こちらは４年生から６年生の学童保育所を、４学童で今年度からふや

したことに伴いまして、嘱託員が42人になるというふうに考えてございました。ところが、結果的に

は希望する子供の数が少なかったものですから、嘱託員が39人分ということになりましたので、３人

分を減額させていただいております。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。ということは、子供の数に合わせて必要な人数だけ、 小限

にとどめたという理解でよろしいですか。 

○【清水施策推進担当課長】 学童保育所の場合は20対１ということになっております。そこに合わ

せて人数を調整しておりますのでそういう形になります。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 何点かお伺いいたします。 

 37ページになります。精神しょうがい者短期入所事業費でございますけれども、これが増額になっ

ております。この理由を教えていただけますか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 お答えさせていただきます。こちらは平成30年第４回定例会で

も40万円ということで増額補正させていただきましたが、そのときも当初予算で見込んだ利用日数が、

当初は１月当たり17日ぐらいの御利用を見込んでおりましたが、昨年の12月の時点では約28日という

ことで10日近くふえておりました。また、昨年の９月以降、そちらから12月までの４カ月間の利用日

数がさらにふえておりまして30日を超えているということがございまして、このままでいきますと59

万円ほど足りなくなるということでの増額補正をさせていただいております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございました。ショートステイの利用日数がふえているといったこ

とであります。これは１つには、前回も質疑したと思うんですけれども、親の高齢化に伴ってなかな

か介護ができなくなっている状態があるのかなと思うんです。その点はいかがでしょうか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 今、委員さんがおっしゃるとおり、親御さんが高齢化されてき

ているという状況がございまして、親御さんが精神にしょうがいのある子供さんとの葛藤が比較的あ

らわれやすくなったりということもございます。それからまた、逆のパターンもございまして、高齢

の保護者の方を、精神にしょうがいのある子供さんがお世話というか、介護をされるということもご

ざいまして、そこでいろいろ、また逆の葛藤があったりということで、そこでレスパイトではないん
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ですが、お互いちょっと離れた中で少し安定をするようなことでの御利用ということがふえてござい

ます。以上です。 

○【住友珠美委員】 終わろうと思ったんですが、グループホームにショートステイをお願いしてい

ると思うんですけれども、今後、拡充というか、どのようにしていこうという考えとかというのはお

持ちですか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 これは当事者の方の御希望といいますか、やはり親子で一緒に

暮らしたいという御希望もあったりしていますので、施設に入りたいということがありませんと、グ

ループホームへの入所というのはなかなか難しいかなと考えております。あと１つ言えば、今、委託

契約をさせていただいているんですが、その利用の契約をふやしたりというようなこともちょっと考

えなければいけないかなということは思っております。以上です。 

○【住友珠美委員】 ぜひ何か策を講じていただけたらなと思います。 

 後になりますけれども、43ページの私立幼稚園等関連経費でございます。保育支援型幼稚園事業

補助金がふえたようですけれども、内容を教えていただけますか。 

○【松葉児童青少年課長】 お答えいたします。保育支援型幼稚園事業費というのは、いわゆる国立

市内または市外の私立の幼稚園さんで国立市のお子さんが通っている方が、幼稚園タイム、いわゆる

４時間以外のところの時間に延長の預かりをしたことによって支払うという補助金でございます。 

○【住友珠美委員】 御利用者さんは、どのぐらいになっているのでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 当初は延べ人数で１万3,000程度を見ておりましたが、実績として１万

7,500人ぐらいふえております。延べで8,000人ぐらい伸びている。ただ、これは夏季休業中、新しく

始めていただけたりですとか、あとは市外の幼稚園さんで平成30年度から新しく始めたところもあり

ましたので、このくらいの伸びがあるということでございます。 

○【住友珠美委員】 新しくそういう拡充があったおかげで伸びたということで、今後ちょっと長く

預けられるようになったということですね。わかりました。理解しました。ありがとうございます。 

○【青木淳子委員】 43ページ、今、私立幼稚園等関連経費の11の補助金の御説明がありました。６

の負担金、施設型給付費がどうして増となったのか、内容とその理由をお尋ねいたします。 

○【松葉児童青少年課長】 1,133万9,000円を施設型給付費、新制度に入っている幼稚園さん、また

は認定こども園さんの分で単価改正があったのと、幼稚園さんは年度の途中でもお子さんが入られま

すので、その分、単価改正があるともろもろの加算がついたということで、３園分でこの金額になっ

ているところでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。それと先ほどの質疑の中で、11の補助金です。保育支援型幼稚

園事業補助金、預かり保育で延長保育は8,000人ほどふえたというようなお話がありました。その中

の答弁の中に、国立市内、市外もというお話がございましたけれども、この割合はどの程度か、大体

で結構ですので教えていただけますか。 

○【松葉児童青少年課長】 8,000人の伸びでございまして、このうちの７割、８割は市外の新しく

始めた幼稚園さんが占めているというところになります。 

○【青木淳子委員】 わかりました。預かり保育が伸びているけれども、実際に利用されているのは

市外ということですね。市内でも、二、三割、千五、六百人程度が国立市内の幼稚園の預かりを使っ

ていただいているということで、もう一度確認ですがよろしいでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 市内で、夏季休業中、長期休み中の預かりを今年度始めていただいたと
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ころがございます。そこで1,200人程度伸びている。あとは平日の預かりのほう、微弱ではございま

すが伸びているというようなところでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。１園が夏休みも預かりをしてくださったおかげで1,200人とい

う、かなりの人数の伸びですけれども、平日では余り伸びなかったということは、預かり保育はほか

の幼稚園ではなかなかされていなかったというような理解でよろしいのでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 ほかの市内の幼稚園さんも預かりをやっていらっしゃいますが、この制

度を活用されているところは、この３園にとどまっております。 

○【石井伸之委員】 47ページにあります母子予防接種関連経費の中にあります里帰り出産等予防接

種費用助成費が127万4,000円減額となっております。こちらについて、もう少し詳しく答弁いただけ

ますか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの里帰り出産等予防接種費用助成ですけれども、平成30年度から

新規事業という形で始めさせていただきました。平成30年度につきましては、24名の方の申請がある

ということで予算を組ませていただきましたが、実際、今、８名の方に申請をいただいております。

今後３名程度の方から申請をいただくような予測を組んでおりますので、合計11名の方で、今、予算

のほうを組ませていただきまして、今回、実績で減額補正を出させていただいております。 

○【石井伸之委員】 24名見込んでいたところ、予定として11名という、およそ半数にとどまったと

いうところなんですけれども、こちらは利用がなかったということなんです。もう少し周知をすれば

利用があったのか、それともしっかりと周知も努力したけれども、やはりこの程度にとどまったのか、

そのあたりの分析はいかがでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 質疑委員おっしゃるとおり、周知といった点につきましては、さらに今

後徹底してまいりたいと考えております。現在、周知の方法としましては、子育て支援課のほうで妊

婦全数面接を行っております。その中で、この里帰りの予防接種費用の助成の御案内というのはさせ

ていただいておりますので、まずはそこを確実に行っていきたいと考えてございます。 

○【石井伸之委員】 妊婦全数面接は非常に重要な部分だと思いますので、このあたりでしっかりと

丁寧な説明をしていただき、誰もが利用できるように、利用したい方が利用できるように努力をお願

いいたします。 

 そして、47ページの一番下にあります各種がん検診関連経費が369万7,000円増となった理由を御答

弁お願いいたします。 

○【橋本健康づくり担当課長】 お答えいたします。そもそも当初予算をちょっと少な目に計上して

いたというところも１つございますが、胃がんリスク検診や乳がん検診、肺がん検診が昨年度と比較

しまして増となっておりますので、この額を計上させていただいております。 

○【石井伸之委員】 増となったということは、私はいいことだと思うんです。その増となった理由

の中で恐らく周知であったり、また健康に対する意識の高まりであったり、恐らく利用された方がこ

れはいいからぜひ利用したほうがいいとか、そういった形でどんどん輪が広がっていったのではない

かなと思うんですが、そのあたりは課長としてはいかがお考えでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 お答えいたします。胃がんリスク検診に関しましては、先日も申し

上げましたが、 初の対象年齢になります59歳の方、あるいは今年度に限っては60歳の方に関して個

別通知を発送いたしておりますし、乳がん検診に関しましては、３歳児健診等、母子保健の健診のと

ころを利用しまして乳がん検診に関するリーフレットや講話のほうを短時間ですが行わせていただい



－ 47 － 

ております。肺がん検診に関しましては、多分、受動喫煙防止条例とか、そちらのことが関係してい

るのではないかと思われます。 

○【上村和子委員】 43ページの保育園運営事業費で、臨時職員賃金がマイナス600万円という大き

な減額がなされていますが、この理由は何でしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 これは公立４園の保育園の臨時職員分で、しょうがい児の加配につくも

ので予算計上しておりましたが、なかなか1,080円という賃金の単価の中では臨時職員でということ

で募集をしているんですが、あとはお声をかけてもなかなかその広がる範囲が狭いので、これは募集

の仕方等も引き続き検討しなければいけないんですが、人が足りていなかったというような状況がご

ざいます。 

○【上村和子委員】 それはちょっと深刻な、委員長もこのことを心配しておられましたけれども、

このことで、結局集まらなかったというのは１人と思えばよろしいんですか。それとも複数だったの

でしょうか。結局集まらなかったことで、現場ではカバーされたと思うんですけれども、どういうと

ころに影響が出たというふうに思われますか。これを今度カバーするために何が必要と思っておられ

ますか。賃金アップでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 ４園ありまして、各園大体同じように１名程度人が足らなかったという

状況です。再任用職員もいたり、その中でカバーをし合ったりですとか、１対１という考え方でつき

っ切りということではないので、複数のお子さんを職員の中で見ていくというようなことで、今、対

応しているところでございます。（「今後に向けて」と呼ぶ者あり） 

 今後については、先ほどもお話ししたとおり、募集の仕方等も含めて、今、職員ですとか、嘱託、

臨時職員さんの知り合いのところで声をかけて募集をかけているんですが、やっぱり確実に加配が必

要なお子さんですとか、発達が気になるお子さんはふえておりますので、このあたりの募集の仕方と

いうのは職員からもちょっといろいろ声を聞く中で、こんなふうなことができたら集めていけるかと

いうことは引き続き検討したいというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 ほかのところもそうですけれども、結局、せっかく採用した、いい嘱託員さん

も、ほかにいいところがあったらやめてしまうとか、そういうのもありますので、しっかり確保して

いくための賃金も含めて条件整備が必要なのではないかなと思うんです。そういうところで、人が足

りない中でどうにかやりくりをして公立保育園はやっておられると思うんですけれども、 後に１点

だけ、ちょっとこれは緊急で保護者のほうから問い合わせがあるので、これは公立保育園ではなくて

私立保育園なんですけれども、公立にもかかわってくると思います。今回、５月に10連休があるとい

うことで、連休のはざまの平日とか、10連休、全部保育園に休まれてしまったら仕事がにっちもさっ

ちもいかないということでどうなっているのでしょうかという問い合わせが実は複数来ていまして、

どうしても働かないといけないのだけれどもというところですが、これについての対応だけ、どのよ

うな形で進められるのかだけ伺っておきます。 

○【松葉児童青少年課長】 このことにつきまして、各園でも保護者から少しずつお問い合わせ等が

来ているような現状でございます。ゴールデンウイークの10連休のはざまの４月30日付近について、

今、各自治体でも急ピッチで保育の受け入れについて調整をしているようなところでございます。私

どものほうも、今、想定としては公立１カ所をあけて、公立の職員の出勤体制の中で、プラス私立の

職員の方にもお手伝いをいただくというような仕組みで私どものほうは考えております。ただ、各自

治体によっては先着10名ですとか、５名程度とかいろいろなやり方を考えているところがございます
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ので、引き続き情報を収集しながら、私立の園長会とも、この間、緊急の園長会を開かせていただく

中で受け入れに向けて調整をさせていただいているところでございます。 

○【上村和子委員】 私に相談があった方に対しては、私立保育園なんですけれども、市役所のほう

に聞いてもらえれば、ちょっと困っているんですけれどもというので、それに対して対応を、相談に

乗ってもらえると思えばいいですか。 

○【松葉児童青少年課長】 園長会の中でも問い合わせがあれば保育・幼稚園係にということでお願

いしています。それとあわせて、来週の半ばぐらいには各園さんを通じて、どのくらいの必要度があ

るかという、ニーズ調査を全部かけていって、必要な職員の割合等も出していきたいというふうに考

えております。 

○【大和祥郎委員】 それでは、予算書の39ページのほうなんですが、これは多分契約差金じゃない

かなとか思うんですが、ニーズ調査というのを子ども総合計画の関係でやっていると思うんですが、

この減額の理由と内容についてお願いします。 

○【清水施策推進担当課長】 お答え申し上げます。このニーズ調査というのは、子ども・子育て支

援事業計画というものを立てる上で必要なものとなっております。この子ども・子育て支援事業計画

は、前回、平成26年度に策定をいたしまして、27年から31年までの５年間、保育の必要量ですとか、

さまざまな子育て支援の事業をどういうふうにこの５年間で充足していくかというようなことを計画

を立てるわけですけれども、その計画を立てる上で必ずニーズを把握するようにということでニーズ

調査を行っています。今回、31年度でこの計画の前期分が終わりますので、後期の32年度からの計画

を立てることで、その事前のニーズ調査を実施しております。単純に、これは契約の差金ということ

になります。以上でございます。 

○【大和祥郎委員】 ありがとうございます。32年度からに向けての調査ということで、これは対象

はどれぐらい、何件ぐらい、どんな感じでやられているのか。 

○【清水施策推進担当課長】 ニーズ調査の件数は、総計で3,600件になります。こちらは300件ずつ

ゼロ歳から始まって、ゼロ、１、２、３、４、５、いわゆる未就学児の各年数と小学校１年生、２年

生、３年生の保護者を対象にしたものと、小学校５年生、これは当事者です。また、中学２年生も当

事者。高校２年生相当の年代の方たち300人ずつに調査をかけさせていただいて、全部で3,600件とな

ります。以上でございます。 

○【大和祥郎委員】 わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、もう一点だけ確認をさせてください。同じ39ページの児童育成手当支給事業の児童育成

手当の部分が500万減額になっているんですが、この理由を教えてください。 

○【山本子育て支援課長】 児童育成手当の減額につきましては、その下段にございます児童扶養手

当に関連しているところかと考えております。どちらもひとり親世帯の方を対象とした手当というこ

とになっておりまして、こちらを原局で分析をさせていただきましたところ、昨年度から今年度にか

けまして受給世帯の所得状況が20万ほど改善しておりますので、そういったところを含めまして、今

回、見込みで減額補正をかけさせていただいている形になります。 

○【大和祥郎委員】 所得がふえたということで、ある意味、社会情勢の中で頑張っているひとり親

の御家庭の部分がふえたということで理解すればよろしいですか。 

○【山本子育て支援課長】 質疑委員おっしゃるとおり、ひとり親世帯の方の、手当を受給していら

っしゃる方を見れば世帯の所得状況は少し改善してきているかなとは思っておりますが、こちらのほ
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うで考えておりますのが、依然、ひとり親世帯の方の所得は厳しい状況にあるかというふうに考えて

おりますので、引き続きこちらのほうで支援を続けていきたいと考えてございます。 

○【望月健一委員長】 全ての委員の皆様から質疑をいただきました。質疑を打ち切り、討論に入り

ます。石井伸之委員。 

○【石井伸之委員】 先ほどの予防接種における里帰り出産等予防接種費用助成費につきましては、

今回確かに127万4,000円減額となったんですが、私はこれはよい制度だというふうに認識をしており

ますので、できましたら、また今後しっかりと周知をしていただいて多くの方に御利用いただければ

幸いに存じますので、今後とも努力のほうをお願いいたします。 

 そして、がん検診。私はこうやって、がん検診を受けていただく方がどんどんふえていくというの

は非常によいことだと認識をしております。これにつきましては、保健センターの保健師の皆様や、

また市職員、また市民の皆様、多くの方に周知を徹底することによって、こうしてがん検診委託料が

増額になっていくことは、今後のがん予防において非常によいことですので、ぜひともこの件につき

ましては今後とも丁寧な周知を行っていただきますようお願いをいたしまして、賛成の討論といたし

ます。 

○【住友珠美委員】 先ほどの精神しょうがい者短期入所事業を聞きますと、やはり親の高齢化に伴

って、本当に問題が大分出てくるのかなというふうに感じるところでございますけれども、レスパイ

トをまず拡充していくことも必要であろうというふうに考えておりますので、グループホームに対し

て今後どうしていくかというところ、問題もあると思いますが、ぜひきちんと取り組んでいただけた

らなというふうに考えております。また、保育支援型幼稚園事業補助金は幼稚園の受け皿というか、

働く親御さんの受け皿がさらに拡充していくといいかなというふうに考えました。拡充のところでは

評価できるかなというふうに思います。ぜひ今後もよろしくお願いしたいと思いまして、賛成とさせ

ていただきます。 

○【青木淳子委員】 賛成の立場で討論いたします。 

 先ほど私立幼稚園関連の補助金に関して質疑をいたしました。これは保育支援型幼稚園事業が、そ

れぞれの幼稚園において考え方がありますので、保育支援型幼稚園事業を開始することには幼稚園教

員の増員ですとか、簡単に全ての幼稚園が実施することは難しいと考えます。しかしながら、近隣市

で保育支援型幼稚園が開園すると、そちらに国立市民の方が流れているということを考えると、やは

りきっちり需要があり、保育支援型幼稚園を国立市民が求めているということが考えられます。園バ

スなどを使うケースがあるので他市でもいいと考える保護者の方がいてもそれは当然であるかなとい

うふうに思いますが、しかしながら、お子様が国立市内の小学校に就学することを考えますと、もし

かしたら他市の幼稚園に入っていると、そちらのお友達と仲よくなったりして、国立市に住み続ける

というような考えが薄くなってしまう可能性もあるかと思いますし、また市内の幼稚園ですと、連携

もさらにスムーズにいくのではないかと考えます。今、私立幼稚園に対して、預かり保育、保育支援

型幼稚園事業のお話をしていただいていると思いますが、さらに進めていただくようにお願いし、賛

成の討論といたします。 

○【石井めぐみ委員】 私も賛成の討論とさせていただきます。 

 先ほど他の委員が質疑したところですけれども、保育園運営事業費、しょうがい児対応の職員さん

が募集できなかった、これは加配分ではありますけれども、ここに私も実はとても課題があるのかな

と思っていました。今後、医療的ケア児のケアなんかも始まります。これは本当にみんなでもって理
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解していかなければいけないことなので、そういった啓発的な面も含めて、こういう人が必要なのだ

ということをさらにアピールをしていただいて、しっかりと、もちろん処遇のアップということは必

要なのかもしれないんですけれども、でも、大変意義のある仕事だということもあわせて啓発をして

いただいて、これからの保育に備えていただきたいというふうに思います。その意見を述べまして賛

成の討論とさせていただきます。 

○【上村和子委員】 私も賛成の立場で討論いたします。 

 本日伺いました臨時職員が集まらなかったと、それで600万の減額補正が出た。この件は実は望月

委員長が一番気になっておられて、本当は質疑されたかったんですけれども、きょうは委員長ででき

ないということでちょっと突っ込みが甘かったかもしれませんが、私がさせていただきました。 

 石井めぐみ委員も言ったとおり、せっかくしょうがい児加算ができるのに時給が1,080円というこ

とで、できるにもかかわらず各公立保育園４園のうちの各園１名ずつ人が足りない状況が生まれたと、

これは大変深刻な問題であって、担当局も苦労したところだと思います。ぜひ、今後に向けてさまざ

まなアプローチから、しっかり人がつくように努力をしていただきたいというふうに思います。 

 もう一点、10連休につきまして、私のところに、10連休休める人はいいけれども、休めない人はど

うするんですかというような問い合わせが来ました。本当に10連休であっても働かないといけないシ

ングルマザー等、そういう人たちがどうしていいかわからないという状況で今から鬱々としていると

いう状況がありました。本日、担当のほうが、それに向けて公立４園のどこかをあけ、私立保育園と

も協力して、国の通知も来ているので来週の半ばにはニーズ調査もやって、できるだけ困った人が出

ないようにしたいというような意思表示を受けて安心いたしました。これは当事者に伝えたいと思い

ます。10連休はいいことばかりではなくて、その中で働いている人もいるということを踏まえて、学

童もそうなんですけれども、子供たちが安心して過ごせますように、これも 大努力をしていただき

たいということを述べて賛成の討論といたします。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(9) 第１２号議案 平成３０年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案 

○【望月健一委員長】 第12号議案平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案を

議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第12号議案平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）案について補足説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で7,189万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ75億

1,756万2,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。 
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 10ページ、11ページをお開きください。 

 款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保険税は、平成30年度にお

きましても、被保険者数が平成31年１月末現在で平成30年１月末と比較いたしまして、568人減少し

ていることから1,851万6,000円を減額するものでございます。 

 次に、款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１国民健康保険災害臨時特例補助金は、補助額の確定

に伴い、21万6,000円を増額するものでございます。 

 次に、款４都支出金、項１都補助金、目１保険給付費等交付金は、特定健康診査等負担金の確定に

伴い、44万2,000円を増額するものでございます。 

 目２国民健康保険事業補助金につきましても、補助額の確定に伴い、1,238万1,000円を増額するも

のでございます。 

 次に、款６繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金、節１保険基盤安定繰入金は、交付

額の確定により４万8,000円を増額し、節４その他一般会計繰入金は、財源調整として38万6,000円を

減額するものでございます。 

 歳入の 後となります。款７繰越金、項１繰越金、目１繰越金は、前年度繰越金として7,770万

9,000円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出の主なものについて説明させていただきます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、決算見込みから臨時職員賃金を14万8,000円減

額し、目２運営協議会費は、開催数の減に伴い、国保運営協議会委員報酬を64万6,000円減額するも

のでございます。 

 項２徴税費、目１賦課徴収費につきましても、決算見込みから通信運搬費を60万円減額するもので

ございます。 

 14ページ、15ページ、款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費分納付金、目１一般被保険

者医療給付費分納付金は、歳入の補正に伴い、特定財源の内訳が変更となったものでございます。 

 16ページ、17ページ、款５保健事業費、項１特定健康診査等事業費、目１特定健康診査等事業費は、

決算見込みにより、臨時職員賃金、印刷製本費、システム設定等作業委託料及び特定健康診査・特定

保健指導負担金についてそれぞれ減額し、合計で97万9,000円を減額するものでございます。 

 項２保健事業費につきましても、決算見込みにより通信運搬費を11万3,000円減額するものでござ

います。 

 後に、18ページ、19ページ、款７諸支出金、項１償還金及び還付金、目１償還金及び還付金は、

平成29年度決算に伴います国の負担金、交付金及び補助金の超過交付分について、東京都の補助金の

超過交付分についてそれぞれ返還するため、総額で7,438万円を増額するものでございます。 

 以上が、平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案の内容でございます。御審

査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 
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 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(10) 第１４号議案 平成３０年度国立市介護保険特別会計補正予算（第３号）案 

○【望月健一委員長】 第14号議案平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第３号）案を議題

といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第14号議案平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第３

号）案について補足説明させていただきます。 

 １ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ137万2,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ57億8,391万1,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。 

 10ページ、11ページをお開きください。 

 款１保険料、項１介護保険料は、地域支援事業費の減額に伴い、29万5,000円を減額するものでご

ざいます。 

 款３国庫支出金、項２国庫補助金は、地域支援事業費の執行見込みに伴い、43万5,000円を減額す

るものでございます。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付金は、地域支援事業費の執行見込みに伴い、11万4,000円

を減額するものでございます。 

 款５都支出金、項２都補助金は、地域支援事業費の執行見込みに伴い、21万8,000円を減額するも

のでございます。 

 款７繰入金、項１一般会計繰入金は、総務費、地域支援事業費の執行見込み及び地域支援事業費の

再確定に伴い、48万5,000円を減額するものでございます。 

 款９諸収入、項３雑入、目３雑入は、平成29年度介護予防・日常生活支援総合事業の補助金清算に

伴い、17万5,000円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項５運営協議会費は、執行見込みにより81万9,000円を減額するものでございます。 

 14ページ、15ページをお開きください。 

 款４基金積立金、項１基金積立金は、平成28年度及び平成29年度地域支援事業費の再確定等に伴い、

第１号被保険者保険料分を介護給付費準備基金に積み立てるため、40万5,000円を増額するものでご

ざいます。 

 16ページ、17ページをお開きください。 

 款５地域支援事業費、項２包括的支援事業・任意事業費は、目３任意事業費、目５生活支援体制整

備事業費、目６認知症総合支援事業費、それぞれの執行見込み、契約差金等により、全体で86万

1,000円を減額するものでございます。 

 項３介護予防・生活支援サービス事業費は、執行見込みにより59万8,000円を増額するものでござ
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います。 

 項４一般介護予防事業費は、契約差金により101万7,000円を減額するものでございます。 

 20ページ、21ページをお開きください。 

 款７諸支出金、項１償還金及び還付金は、平成28年度、平成29年度地域支援事業費の再確定等に伴

い、25万3,000円を増額するものでございます。 

 項２繰出金は、平成28年度、平成29年度地域支援事業費の再確定等に伴い、６万9,000円を増額す

るものでございます。 

 以上が、第14号議案平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第３号）案の内容でございます。

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 １点だけ伺います。17ページにあります介護予防ケアマネジメント事業費の介

護予防ケアマネジメント作成委託料が増額になっておりますけれども、この事業の内容と増額になっ

た理由を教えていただけますか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。この事業でございますけれども、介護予

防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、通所型サービスを利用する際の要支援認定及び事業対

象者に対しての計画を作成した際の計画作成費となります。 

 増額の理由なんですけれども、２点ございます。１点は、この介護予防ケアマネジメントの件数の

増加でございます。もう一点が、こちらの介護予防ケアマネジメントは、利用するサービスによって

マネジメントの形態が分かれていまして、緩和する基準の訪問型サービスのみを利用する場合はケア

マネジメントもプロセスの過程を簡略化して行うということを設定しておりました。しかしながら、

ケアマネジャーとしての業務の中では、実際は簡略化といっても通常のケアマネジメントと変わりな

く支援をするというところでは、こちらのほうの簡略化したプランではないということが現状でござ

いました。そのために、30年４月のサービス提供分から簡略化したケアマネジメントではなく、通常

のマネジメントに戻しまして、より適切なサービスの提供が可能となるように計画作成費も通常の計

画作成費としたために増額となります。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 大変よかったなと思います。やっぱり簡略化してもケアマネジメントを作成す

るには、それなりにやっぱり技術があってやらなければいけないことですから、すごくその点は評価

できるなと思いました。ありがとうございます。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(11) 第１５号議案 平成３０年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案 

○【望月健一委員長】 第15号議案平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案
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を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第15号議案平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）案について補足説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で3,187万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億

7,044万9,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。 

 10ページ、11ページをお開きください。 

 款３繰越金、項１繰越金、目１前年度繰越金は、3,329万8,000円を増額するものでございます。 

 次に、款４諸収入、項３受託事業収入、目１受託事業収入は、交付額の確定に伴い142万円を減額

するものでございます。 

 続いて、歳出の主なものについて説明させていただきます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、決算見込みに伴い、嘱託員報酬、臨時職員賃金

及び通信運搬費についてそれぞれ減額し、合計で56万4,000円を減額するものでございます。 

 項２徴収費につきましても、決算見込みにより通信運搬費を18万円減額するものでございます。 

 14ページ、15ページ、款２保険給付費、項１葬祭費、目１葬祭費は、歳入の補正に伴い特定財源の

内訳が変更となったものでございます。 

 16ページ、17ページ、款４保健事業費、項１保健事業費、目１健康診査費は、健康管理システム変

更委託料の契約差金として21万円を減額するものでございます。 

 後に、18ページ、19ページ、款５諸支出金、項２繰出金、目１繰出金は、前年度繰越金のうち、

本年度の経費等に充てた残額を一般会計に繰り出すため、3,283万2,000円を増額するものでございま

す。 

 以上が、平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案の内容でございます。御

審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(12) 第２３号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

○【望月健一委員長】 第23号議案平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案のうち、福祉保

険委員会が所管する歳入、民生費の一部、衛生費の一部を議題といたします。 
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 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案のうち、福祉

保険委員会が所管する部分につきまして補足説明をいたします。 

 初めに、４ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費補正のうち、福祉保険委員会の所管するものは追加が１件です。表の上から２番

目、母子予防接種関連経費につきましては、国が風疹対策事業を拡大したことに伴い、事務費377万

6,000円を繰り越すものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款13国庫支出金、項２国庫補助金は、国が風疹対策事業を拡大したことに伴い、感染症予防事業等

補助金を増額するものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 20ページから25ページまでが款３民生費です。 

 項１社会福祉費につきましては、勤勉手当支給月数の増により、職員手当等及び共済費を増額して

おります。なお、以降の各款においても同様に、勤勉手当支給月数の増による職員手当等及び共済費

の補正を計上しておりますが、個々の説明は省略させていただきます。また、国民健康保険特別会計、

介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の補正予算に伴い、それぞれ繰出金を増額するものでご

ざいます。 

 26ページ、27ページは、款４衛生費です。 

 項１保健衛生費につきましては、国が風疹対策事業を拡大したことに伴い、通信運搬費の増額と風

しん対策拡大に伴うシステム改修等委託料の追加を行うものでございます。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には

補正予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。それでは、質疑を承り

ます。青木淳子委員。 

○【青木淳子委員】 １点だけ質疑をいたします。27ページ、先ほども説明にありました衛生費、風

しん対策拡大に伴うシステム改修等委託料ですけれども、この対象が39歳から56歳という非常に働き

盛りの方でございます。予防接種と、その前の検査を受けるのもなかなか難しい世代でございますが、

その対策を何か考えているかお尋ねいたします。 

○【山本子育て支援課長】 風疹対策拡大を国のほうが決めまして、ここで取り組む形になっており

ます。まず、平成31年度につきましては、39歳から45歳までの方、4,200人ほどになりますが、この

方々にクーポン券を４月末から５月頭にかけて発送させていただきます。そちらを持って、まずは抗

体検査を受けていただくといった勧奨をさせていただきたいと考えております。また、国のほうから

特定健診ですとか、夜間休日診療、そういった中で風疹の抗体検査を受けられるような体制を整えて

いただきたいというような話は来ているんですけれども、なかなかいろいろな事情もあるかと思いま

すので、まずはその点を医師会の皆様にちょっと御相談させていただきたいと思っております。必ず

実施できるかといったところにつきましては、まずは御相談次第かなというふうに思っております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。ぜひ丁寧に、その辺は御相談をいただきまして、できる限り全

面的な実施でなくても、短期でもいいですので、実施できるようにお願いしたいと思いますし、また、
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これは国立市外、全国どこでも抗体検査、予防接種が可能でありますので、それにかかわる御本人だ

けではなく、御家族の方もしっかりその情報が入って、御主人や御家族の方に、ぜひ抗体検査を受け

ようねということを御家族の方からも言っていただくような周知をしっかりとしていただくようにお

願いいたします。以上です。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。上村委員。 

○【上村和子委員】 補正予算（第６号）案につきましては、福祉保険委員会が所管するものに関し

ては問題ありませんが、他の委員会のところで疑義がありますので反対をいたします。 

○【石井伸之委員】 本補正予算案には賛成の立場で討論いたします。 

 先ほど答弁でも、説明でもありましたとおり、やはり健康維持に関する大切な予算がさまざまな形

で盛り込まれておりますので、ぜひとも執行していただきたく思い、賛成といたします。 

○【青木淳子委員】 賛成の立場で討論いたします。 

 先ほど質疑いたしました風疹対策ですけれども、これは必ずきちんとやっていただきたい。風疹が

大流行しないためには、これを行うことが大前提でありますので、しっかりと執行していただくこと

を要望し賛成といたします。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(13) 第２４号議案 平成３０年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案 

○【望月健一委員長】 第24号議案平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案を

議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第24号議案平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）案について補足説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で36万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ75億1,793

万円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。 

 10ページ、11ページをお開きください。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金は、歳出の総務費を増額するため、同額の

36万8,000円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、職員の勤勉手当の支給率の引き上げを行うため、
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職員手当等を31万円、共済費を５万8,000円増額し、合計で36万8,000円増額するものでございます。 

 以上が、平成30年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案の内容でございます。御審

査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(14) 第２６号議案 平成３０年度国立市介護保険特別会計補正予算（第４号）案 

○【望月健一委員長】 第26号議案平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第４号）案を議題

といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第26号議案平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第４

号）案について補足説明させていただきます。 

 １ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ80万1,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ57億8,471万2,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。 

 10ページ、11ページをお開きください。 

 款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料は、地域支援事業費の増額に伴い、介護

保険法のルールづけによる３万6,000円を増額するものでございます。 

 款３国庫支出金、項２国庫補助金は、地域支援事業費の増額に伴い、５万9,000円を増額するもの

でございます。 

 款５都支出金、項２都補助金は、地域支援事業費の増額に伴い、３万円を増額するものでございま

す。 

 款７繰入金、項１一般会計繰入金、目２その他一般会計繰入金は、総務費の増額に伴い、64万

6,000円を増額するものでございます。 

 目４地域支援事業繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に係るものとし

て、同事業費の増額に伴い３万円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、職員の勤勉手当の支給率の引き上げを行うため、

職員手当等を54万4,000円、共済費を10万2,000円増額し、合計で64万6,000円を増額するものでござ

います。 

 14ページ、15ページをお開きください。 
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 款５地域支援事業費、項２包括的支援事業・任意事業費は、目１総合相談事業費、目２包括的・継

続的ケアマネジメント支援事業費及び目６認知症総合支援事業費ともに、職員の勤勉手当の支給率の

引き上げを行うため、それぞれ職員手当等と共済費を増額し、合計で15万5,000円増額するものでご

ざいます。 

 以上が、第26号議案平成30年度国立市介護保険特別会計補正予算（第４号）案の内容でございます。

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(15) 第２７号議案 平成３０年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）案 

○【望月健一委員長】 第27号議案平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）案

を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、第27号議案平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）案について補足説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正で13万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億7,058

万3,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。 

 10ページ、11ページをお開きください。 

 款２繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金は、歳出の総務費を増額するため、同額の

13万4,000円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出の主なものについて説明させていただきます。 

 12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、職員の勤勉手当の支給率の引き上げを行うため、

職員手当等を11万3,000円、共済費を２万1,000円増額し、合計で13万4,000円増額するものでござい

ます。 

 以上が、平成30年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）案の内容でございます。御

審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【望月健一委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で、本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

 続いて報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方々は、ここで退席して

いただいて結構です。 

 ここで休憩に入ります。 

午後３時３９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後３時４９分再開 

○【望月健一委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(2) 国立市地域医療計画の策定状況について 

○【望月健一委員長】 報告事項に入ります。報告事項(2)国立市地域医療計画の策定状況について

に入ります。 

 当局から報告を願います。地域包括ケア推進担当課長。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 それでは、報告事項(2)国立市地域医療計画の策定状況につ

きまして、福祉保険委員会資料№17及び№20により御報告させていただきます。 

 主に№17、国立市地域医療計画の策定状況についての資料にて御説明申し上げ、必要に応じて、№

20、国立市地域医療計画(案)を御参照いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、１ページ目、本計画ですが、平成29年度、30年度にかけまして策定している国立市地域

医療計画について、平成31年１月18日から２月８日までの間に実施したパブリックコメントの結果を

含め、策定状況を以下のとおり報告いたします。 

 これまでの経過ですが、29年度は主に地域医療計画の調査事業といたしまして、検討委員会３回、

こちらに書いてある内容につきまして検討いたしました。調査については５点、基礎調査、市民アン

ケート調査、ケアマネ調査、医療機関調査、介護施設調査を行いました。それをもとに30年度、地域

医療計画策定事業といたしまして、策定委員会、こちらの委員会の構成は、№20の資料の 終ページ

にございます。 

 第１回から第７回、７回ほど委員会を開催いたしました。こちらのほうではヒアリングですとか、

アンケート調査の結果についての検討、それからあるべき姿の検討、計画の目標、具体施策、評価指

標等の検討を行い、作成に至っております。 

 補足調査も３つほど行いました。ヒアリングは、こちらに書いてある各部署のほうで行いました。

それと在宅医療アンケート調査、医師会に実施していただいた調査もございます。そして、市民との

意見交換会を平成30年11月27日、12月25日の２回、それぞれ２回ずつ行っております。パブリックコ

メントは平成31年１月18日から２月８日に実施いたしました。 

 おめくりいただきまして２ページ目です。こちらは内容に入ります。計画の内容です。表題は「国

立市地域医療計画」、副題としまして、「生まれてから 期までその人らしい生き方や暮らしを支え

る」。第１章では、国立市が目指す地域医療の姿についてお示ししています。計画策定の趣旨、国立
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市では市民が必要とする医療の環境を整えるために、日常療養から、たとえ医療・介護が必要になっ

ても市民が安心して住み続けられるまちづくりの実現を目指します。 

 計画の基本理念、３点ございます。国立市は、市民の視点に立ち、ともに考えながら、充実した地

域医療の提供を目指します。国立市は、地域医療の提供により、全ての市民が安心して生活を送れる

ことを目指します。国立市は、全ての医療関係者が、介護・福祉の関係者、家族とともに、生まれて

から人生の 終段階まで継続したサービスを提供する体制の構築を目指します。 

 次は、国立市民に対する地域医療提供体制の図でございます。こちらは国立市の地域医療体制で、

４つカテゴリーとしまして示した図でございます。まず、日常療養、ふだん私たちが生活している中

の日常療養というところで４つ掲げております。かかりつけ医機能を提供する。健康づくりを実施す

る。在宅医療を提供する。地域で生活する人の視点に立って提供する。そして、日常療養、日常生活

をしている中で元気な方でも、療養している方でも急変というのが起こり得ます。在宅療養者の病状

の急変時に対応する幅広い市民の救急体制を充実するという救急の体制が必要となります。急変した

場合には、やはり治す医療というところで病院のほうに行く。入院と退院になります。 

 入院医療機関と在宅医療に係る機関との協働による退院支援を実施するということで、入院しても、

また、住みなれたまちに戻るという体制が必要となります。そして、誰もが 期を迎えるとき、みと

りの実施というところになります。みとりの実施に向けて、住みなれた地域、本人が望む場所でのみ

とりを実施する。この４つの体制を国立市は構築していきます。 

 そして、この絵柄ですが、斜線で枠組みをしているところが国立市内の地域医療を示しております。

大きな枠組みが市外でございます。国立は大きな病院が余りございませんので、入退院ですとか急変

時に対しては、市外のところを利用するというところでこの図を示してございます。 

 続きまして、３ページ目をごらんください。第２章です。第２章につきましては、基礎調査・アン

ケート調査と事例をもとに、各テーマ別に、目指す姿、目指す姿の達成に向けた要素、目標達成のた

めの手段・方法、国立市の具体施策、評価指標を示しております。こちらの表ですが、テーマ別に見

た地域医療計画の展開方針が第２章のところにまとめてありますが、この表は４つのカテゴリーを全

て一覧にしております。示し方としましては、上段に市民の目指す姿を一番上に持ってきて、それか

ら下に目指す姿の達成に向けた要素、そしてその下に主な国立市の具体施策、そして 後、主な評価

内容というところを表にしたものが各テーマごとに示してあります。 

 ４ページ目に移ります。第３章でございます。第３章は、第１章、第２章の内容及び市民の意見等

を踏まえ、10年後の国立市の地域医療の目指す姿に向けて、かかりつけ医機能及びチームの役割、市

民の意識、行政の役割を示しております。 

 国立市民の思いを中心とした地域医療の実現に向けてということで３つ、今申し上げました地域医

療におけるかかりつけ医機能及びチームの役割。２、国立市で暮らす市民の意識。３、地域医療計画

を推進する上での国立市（行政）の役割ということで示してございます。特に行政の役割のところに

つきましては、こちらに計画の進捗管理を挙げさせていただいております。本計画の実効性を高める

には、政策循環の仕組みを強化し、目指す姿に近づけていくことが重要です。今後の状況変化を踏ま

えると、毎年度、施策ごとの進捗状況を把握し、それにより得られた成果について評価し、評価結果

をもとに、より効果的な施策へと見直しを行ってまいります。 

 評価・見直しについては、市民・地域の団体などを含めた国立市地域医療計画推進会議、仮称でご

ざいますが、そちらのほうを立ち上げて行ってまいります。表には毎年ごとの施策のローリングとい
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うことでＰＤＣＡサイクルを回すこと、５年ごとに中間評価、 終年度、次期計画策定のための評価

をしてまいります。 

 推進体制としましては、今申し上げました国立市地域医療計画推進会議（仮称）において情報を共

有し、計画を円滑に推進する。地域において、小規模単位で意見交換ができる場をつくり、市民とと

もに推進していきます。そして、医療関係者、介護・福祉関係者との連携を図り、提供体制の構築に

取り組んでまいります。 

 今後の予定でございますが、本委員会のほうで御意見を踏まえまして調整を図りまして、３月末に

策定してまいります。平成31年４月以降につきましては、国立市地域医療計画推進会議（仮称）を立

ち上げまして、計画を進めてまいります。 

 ５ページ目以降ですが、パブリックコメントの結果について、参考で載せさせていただいておりま

す。提出者は13名、30件いただきました。こちらのほうはホームページでお示ししておりますが、こ

こには主な意見を載せさせていただいております。特に今回の計画に反映されましたところだけを申

し上げますと、６ページ目の４番でございます。ほぼ全てが在宅に特化した一方向の事案となってい

るというような御指摘がありました。対応としましては、施設での生活という選択肢を否定している

内容ではなく、本人の住みなれた地域、本人が望む場所として、地域包括ケアの考えを基本にしてお

ります。みとり期における支援、目標達成のための手段・方法の項目に、「 期まで住み慣れた場

所」というふうに書いてございますけれども、そこの後に「（在宅・施設）」ということを追記いた

します。 

 あともう一カ所ですが、９ページ目の10番でございますが、１）が、計画案は当初2040年を見据え

てと書いてございました。それでは、なかなか想像することが難しいということから、「10年後、20

年後を見据えて」という文言に変えさせていただいております。 

 ３）の御意見で、20年先ではなく、数年ごとの検証評価をしてはどうかということがございました。

そして、３）の対応では、第３章で、先ほども申し上げました計画の進捗管理として、毎年度、施策

ごとの評価を行うということを明記いたしました。 

 後、５）自分事としての医療、介護、老後の生活等を考える仕組みが必要。計画案を策定する過

程で、小規模単位で意見交換のできる場をつくり、日常的に話せる場が必要という御意見をいただき

ました。対応としましては、５）の今後は市民を交えた会議体（地域医療計画推進会議）での検討を

予定していますということと、あと市の施策の中に小規模単位での意見交換の場として、「市民勉強

会」、「看取りや人生の 終段階について語る会（仮称）」の実施を挙げさせていただいております。 

 報告は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○【望月健一委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。とてもよく練られた地域医療計画であると感じました。

中でも、６ページになりますが、ほぼ全てが在宅に特化した一方向の事業となっているというところ

で、私も実は、地域医療計画、全てが在宅になってしまうのかなという不安があったところも、事実

思っていたところでございます。 

 この間行ったシンポジウムの中でも、みとりをされた御家族のお話の中でも、必ずしも在宅のみと

りを 高とは今は思わないと家族の方はおっしゃっていて、家族にとって 適は何かというところで

もしっかりその点を、今回、地域医療計画では、市外、図の中にも入れていただいてあって、２ペー

ジの中で、みとりの実施に向けてという中では、自宅なのかというところを私も聞きたかったんです
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けれども、ちゃんと読むと、住みなれた地域、本人が望む場所でみとりを実施する。これが一番であ

ると書いてあって、このことに間違いはございませんか。確認をさせていただきたいと思います。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 そのとおりでございます。 

○【住友珠美委員】 あと、内容のところの地域医療計画の副題として、「生まれてから 期までそ

の人らしい生き方や暮らしを支える」とあります。すごく大きい意味があると思いますけれども、こ

の視点に立つときに、市民意見というのはすごく重要になってくると思います。その中で、先ほど課

長がおっしゃっていた、４ページになりますけれども、推進体制の中で、地域において、小規模単位

で意見交換ができる場をつくり、市民とともに推進するとありました。これはすごくいいと思います

が、小さい単位での話し合いをどのようにしていくかという、今、青写真などは描いておりますでし

ょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 今までも在宅療養を進めていく中で市民勉強会というのを、

認知症の施策ですとかやっておりました。それは自治会ですとか、老人クラブですとか、そういった

既存の団体のところへ行かせていただきまして、御説明をした経過がございます。その経緯も踏まえ

まして、今ある団体ですとか、今回、皆様方から貴重な御意見をいただきましたので、３人でも２人

でも、私どもは行ってお話をさせていただきたいと思っております。 

○【住友珠美委員】 地域医療計画でございますから、かかりつけ医という存在が、この間のシンポ

ジウムもそうでしたし、一般質問でも何回か取り上げさせていただいたところでございますけれども、

すごく大切なキーワードになってくるのかなと思います。このかかりつけ医を、今後、国立市ではふ

やしていく方向なのか、例えば内科の先生に限っているのか、その辺を聞かせていただけますか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 まず、かかりつけ医でございますけれども、かかりつけ医の

イメージですとか、実際かかりつけ医というのはどういう役割をするかということを、まずは私たち、

それから医療関係者も確認をするというところで、こちらの計画にもその項目を入れさせていただい

ております。まず、そこを市民と一緒に確認するというところから始めまして、その上でかかりつけ

医が、今御自分がかかっている先生がかかりつけ医だと思いますが、それが足りているか、足りてい

ないかというのはその次に、皆様方のそういったところから、医師会の先生方も踏まえまして、そこ

の需要と供給のバランスについては、今回進めていく中のＰＤＣＡサイクルの中で評価をしながら示

していきたいと思っております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。実は、体というか内臓は元気なんだけど、目が悪くて

眼科にかかっていて、かかりつけ医と言われると、内科にも行かなければいけないのかと言われるこ

とがあったんですけれども、いろいろなかかりつけ医の先生のあり方があると思いますので、ぜひそ

の辺を御検討いただけたらと思います。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 本当にすばらしいものをつくっていただいたと思います。事例が大変多く載

っているので、先ほど住友委員もおっしゃっていたように、小さな単位での市民の話し合いというの

が、この事例があることで、とても盛り上がりやすいだろうなということを想像しました。これは本

当によくできていると思います。 

 １つ心配なのが、計画の基本理念にもありましたように、国立市は、全ての医療関係者がというふ

うに書いてあるので、その医療関係者がどのくらいこれに協力してくれるかということで、これが成

り立つか、成り立たないかが変わってくると思いますが、今の段階でどれくらいの医療関係者が協力

してくださるとお考えですか。 
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○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 医療関係者というところで、例えば医師としますと、今回、

平成29年度、30年度に計画を策定する中で、委員に医師会の先生もおられます。その中で、医師会の

ほうから手を挙げていただいて、30年度は、29年度にも医師会等にはアンケートをとったんですけれ

ども、医師会独自でアンケートをとるというふうにしていただきました。その結果については、また、

本体の計画の 後の資料としてつけさせていただきます。そのアンケートの内容の中では、64配布し

た中で回答が42で、こちらのアンケートに御協力いただけるというところでは、そういった意識をお

持ちかなというところで、65.6％の今現在回収率があるということが現状でございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。これをできる限り100％に近づけていかなくてはいけないと

いうことが、まず１つ、一番大きな目標だと思います。それから、24時間対応のお医者様がどれくら

い国立市にいるのか、これは把握していらっしゃいますでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 24時間につきましては、在宅支援診療所というものがござい

ます。そちらのほうが７カ所ございます。それが今現在24時間というところでは把握しているところ

でございます。 

○【石井めぐみ委員】 パブリックコメントのほうにもあったんですけど、24時間対応かかりつけ医

というふうになりますと、自分がかかっているお医者様が24時間対応なのかどうか御存じない方もい

ると思いますけれども、この辺で、市の対応のほうでは一覧の作成を検討と書いてありますが検討で

すか、つくるんですか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 今現在こちらのことにつきまして、在宅医療推進連絡協議会

のほうでいろいろと検討しております。その中で、部会の中に24時間検討部会というのがございます。

それは医師会の先生方、在宅やられる先生方が何人か入っていただいている会議でございますけれど

も、その中で、やはり先生方も必要性を感じてつくっていこうというところで、具体的に医療機関名、

住所、電話番号だけでいいのか、往診をするのかという、どこまで市民が情報を欲しているのかとい

うところも踏まえてつくらなければいけないというのが今の検討状況でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。こちらのほうにも書いてあったんですけれども、以

前は亡くなるときというのは、病院が当たり前と思っていた方々の意識が今変わってきている。この

変わってきているというのは、一つは、こういうものを国立市がつくってくれるという希望が出てき

たと思うんです。それが、もしかしたら本来の皆さんの気持ちだったのかもしれないと思うんです。

そのことを考えると、やはりつくるというふうにやったからには、その希望を持った方々の期待を裏

切らないようなものにしていただくことをお願いして、期待しています。意見とさせていただきます。 

○【青木淳子委員】 では、何点かお伺いさせていただきたいと思います。まず１点目は、№17の福

祉保険委員会資料の２ページの表です。国立市民に対する地域医療提供体制、国立市内の地域医療と

いう形で囲ってありますが、市外というところで入院と退院があり、みとりの実施に向けてもあり、

また、急変時も国立市外ということになると考えられます。私もさまざまな御相談をいただく中で、

救急医療となりますと、国立市外の病院に搬送されるケースが非常に多くて、そこで今の大きな病院

も治す医療が終わりますと、患者さん、また御家族の方に転院、退院ということをお話しされます。

そういった場合、非常に困ってどうしたらいいでしょうというような御相談を立て続けに伺ったケー

スがございまして、高齢者支援課のほうに御相談をして、すぐ病院のほうに行っていただいたケース

がございました。そういうことを考えると、地域医療と申しましても、広域を考えた意味での地域医

療ということが重要になっているかと思いますが、その点に関してはどのようにお考えかお尋ねいた
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します。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 そのとおりだと思います。今回、救急医療を受ける病院のほ

うにヒアリングに行きました。３カ所ほど近隣の病院のほうに行きまして、そこで先生方の直接生の

お声としましては、受けることはしますと。ただし、受ける状況に関しまして、いろいろなことがで

きると。スムーズに受け入れる、そしてスムーズに退院していただくというところで課題があります

ということをお伺いしたものを、第２章の中の急変時のところ、退院時のところで具体策を示すこと

ができたかなと思います。 

 具体的には、本人がどうしたいかというものを持った上で病院に来ていただくと、病院のほうも治

療なり、方向性が定まるということ。それから、病院のほうも帰す場所がわからないということでお

困りの場合があると。ですので、入院中にできれば地域の支援者に来ていただいて、入院中に退院後

のことを一緒にカンファレンスし、決めていくのを御希望されているというところで、そこの関係性

というか、これから連携をやっていく課題ということで少し示させていただいております。 

○【青木淳子委員】 私もその方とお話ししたときに、御家族の方の意思と考え方が、御本人の意思

というよりも、御本人は急変していますので意思が確認できなかった状況だったので、御家族が大変

戸惑っていらっしゃって右往左往していたというのが正直な状況でございました。そこで国立市のケ

アマネさんに行っていただいて丁寧にお話ししていただいたので、その先が少し見えてきたかなとい

うのがございました。やはり広域に救急搬送される場合がございますので、しっかりそこを連携して

いただきたいと考えます。 

 あともう一点ですけれども、市民の皆様からいただいたパブリックコメントの内容の深さに本当に

驚きました。実は、いろいろなことでそういう職業をなさっていらっしゃる方から御意見いただいた

のではないかと思うぐらいさまざまな示唆に富んでおりまして、その中で、６番です。私も一般質問

で取り上げましたけれども、「支援チーム間における本人の状況把握及び情報の共有推進」というと

ころで、主に医師・看護師等の医療職を中心としたＩＣＴなどの活用による情報の一元化を推進する

ことを考えていますと書かれていました。ここは大変重要で、かかりつけ医とみとりのお医者様と違

っていたりとか、そこに訪問看護が入り、介護職の方が入り、さまざまな方が関係しますので、しっ

かりとここのＩＣＴを利用した情報が一元化できるように、これはぜひ前へ進めていただきたいとい

うことをお願いして、私からは以上でございます。 

○【大和祥郎委員】 私のほうから１点だけ、意見と確認ですが、大変すばらしいものをつくってい

ただきまして、本当にありがとうございます。タイトルにあるように生まれてから 期までその人ら

しい生き方ということで、国立市は、佐藤前市長から、こういった医療の関係、そしてまた、永見市

長にかわってもそれを引き継ぐという中では、ある程度考え方の中に１つのキーワードというのがあ

ったのかな。例えば365日24時間安心・安全なまち、そしてそれを実現するための医療計画なのかな

ということで、ずっと見させていただいたんですけど、どこにもその言葉が出てきていない。多分、

議論はされたのだろうと思いますが、その言葉がないというのと、これからに向かっていく国立市の

方向では、議会も、それから行政もソーシャルインクルージョンという外せないワードがあるべきな

のかなというところが、どこを探してもなかったのは、その辺で、お考えの皆さんの中にどうなのか

な。ざっと見させていただく中では、要は生まれてからという部分に対しては事案が少ないので、ど

ちらかというと急変したときとか、病院にかかったときとか、またみとりのときとかというほうの、

どちらかというと終末期のほうに対してはすごく厚い部分があるんですけど、実は地域包括というの
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は、私は全年齢型を目指すのが国立市だと思っている、その辺で若干少ない部分があったので、その

辺はどう議論をされたのか。その１点と、今の２つのワードについて御検討いただけるかということ、

よろしくお願いします。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 確かに委員のおっしゃるとおり、365日24時間という言葉、

それからソーシャルインクルージョンという言葉自体は載っておりません。ただし、考える中では、

24時間体制というところですとか、やはり市民が求めるのは、365日24時間というのが必要だという

ことが意識の中にあるというところからスタートしていますので、言葉としては載せておりませんで

した。ソーシャルインクルージョンという考え方も思いは同じでございます。 

 今回、計画を策定するに当たりまして、平成29年度もどのあたりの計画にするかということをかな

り悩みました。今回は地域包括ケア推進というところを中心にという策定にしておりますので、どち

らかと言いますと、在宅医療のほうが中心という形になっております。まずはこの形の計画をスター

トさせていただいて、今回、先日の３月９日のみとりの講演会でも、みとりの講演会ですけれども、

生まれるという話がございました。それは地域で亡くなっていくときに地域の方々の支援がすごく大

事だったというお話だったのです。そこのところに、その方は生まれるところも地域でということで、

必ず地域包括ケアの考え方は全ての世代、全ての人に当てはまるということをすごく実感しました。

この計画を進めさせていただく中で、先ほど小規模の単位でというところで出向いていくなり、話を

するというところでは、さまざまな年代、特に高齢の方だけではなく、もしかすると子育て世代の人

にもこれを読んでいただくというところから少しずつ、どんなことが必要かということの新たな課題

ですとか、市民の気持ちとかをキャッチすることを私たちも意識しながら、一緒に検討する場として、

その先に、今後これをもっとボリュームを広げるとかということにつなげていきたいと今のところ考

えております。 

○【大和祥郎委員】 ありがとうございました。今、この前の講演会を私も聞かせていただいて、自

宅で産んだということで、いい話を聞かせていただいたなと思いました。そういった意味では、この

内容については、先ほど言った365日とか、ソーシャルインクルージョンというのは総則的というか、

イメージですよね。それをより具体的にこれを表現したということなので、ある意味そこの中に入っ

てきている。それが十分に入っていると思います。でも、やはり国立市のイメージというのはあった

ほうがいいのかなと、これは意見として、今後、見直すことがあるのだったら、そういったことを１

つの国立市のカラーとしてやっていったらどうかなということで意見しておきます。以上です。 

○【上村和子委員】 多くの委員がほとんど聞いていますけど、私も１点、地域医療計画ですが、私

は 終的に自分の意思決定をするときに、悲しいかな、一番それを阻害していくのが家族になると思

うんです。むしろ家族がいないひとり暮らしのほうが気持ちよく自分の意思決定ができる可能性があ

るわけです。だから、そこら辺の根本的な問題を解決していくときに、地域医療計画というふうに地

域という言葉が入っている割には、目指すべき姿のときに、本人とか家族とか医療関係者というのは

書かれていますけれども、地域にどういう力が必要なのかというところが抜け落ちているような気が

するんです。 後に書かれてはいるけれども、目指すべき、簡単に一言だけ大きく。だけどどういう

ふうに地域が変われば、 期まで安心して生きられるのかといった、まさしく家族にかわるものは地

域だと思うんです。その表現が計画の中に余り出てきていないと思いますが、どうでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 この計画の中で本当に地域というのが必要だということはす

ごく感じております。事例のところに少し入れさせていただいたのが、私どもも認知症の方で、末期
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で病院のほうからなかなか帰せないという方、支援を一緒にさせていただいた中で、その方が自宅で

過ごしたいという気持ち、それを地域の方々と医療と行政と一緒にやったという経験がすごく私たち

の中にも入っておりまして、それをどうやったらこの計画に落とし込めるかというのはすごく考えま

した。みとりの事例のところにそれを少し入れさせていただきまして、福祉保険委員会資料№20の国

立市地域医療計画（案）の25、26ページの事例の中に地域関係者とかボランティアというところをど

うしても入れたく思いまして、ここに入れさせていただきましたが、確かにその部分がまだまだ足り

ないというところがあるかもしれませんので、そこはまた計画を進めていく中できちっと評価させて

いただきたいと思います。 

○【上村和子委員】 43％の人が退院後は自宅に戻りたい、できれば自分の暮らしの自宅で死にたい

と思いながら、同パーセント不可能だと思っていると。ここをずっと掘り下げていったときに、 終

的に自分の意思は実らないんだと。それは一番自分の近い家族を見たときに、家族に迷惑をかけたく

ない、負担をかけたくない、そういう気持ちで諦めていくと。じゃ、諦めなくていい地域医療とは何

なのかといったときに、医療関係者とか介護保険とか、そういった仕組みを整えるだけでは私はだめ

だと自分の体験上思います。隣の人とか、かかわった中で大丈夫だよというふうに、地域丸ごと、地

域の中で生まれて、地域丸ごと、地域の中で死んでいくのは当たり前なんだということの捉え直しが

ない限り、しかも、捉え直しだけじゃなくてかかわると。そういう力がない限り、これは難しいと思

います。だから都市型は難しい。郊外へ行けばできるけれども、田舎はできるけど、都市でこれをや

ろうと思ったら難しいところなんですね。でも、できなくはない。私も体験上わかりました。１人の

人を支える、末期まで行くのに相当、10人以上、十五、六人の人が動かないといけないということも

わかりましたし、この人たちが動けば、安心してみとりができると、安らかに本人もいけるという体

験もあるわけです。 

 そういう意味で、せっかく書いたのだから、もう一回、期待する地域力というものについて、もう

少し言及されてもよかったのではないか。やはりいい家族じゃないと、自分の死にたいところで死ね

ないと思う域を果たしてこれで超えていけるのだろうか。家族も本人の望みをかなえてあげたいけど、

ちょっと自分たちは無理だって、この計画を見たとき、いや、できるわって勇気につながるものにな

るためには、もう一歩踏み込んだ地域の力というものを、当事者同士にしないと、当事者と家族だけ

にしないと、それ地域をつくるという部分の計画がもう少し必要だったのではないかなと思います。

今後見直すときには、そこは力を入れていってください。以上です。 

○【石井伸之委員】 すばらしい計画をつくっていただき、ありがとうございます。そういった中で、

私は近未来の部分でソサエティ5.0、この社会、恐らくもう10年、20年とたたずに、そういう社会が

やってくると思います。そういった中で、パソコンの端末の前に座れば、ちょっとした何かの端末に

触れることによって体の健康チェックを全てしてもらえるような、そういったＡＩ機能の入ったパソ

コンというものが入った中で、毎日健康チェックをみずから行っていくような、そういった社会が訪

れると思います。そういった中で、血圧、脈拍の測定も恐らくそれのまず一歩だと思うんです。そう

いった意味では、何といってもみずから自分の身は自分で守るんだという、そういった意識づけが一

番必要かと思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 そのとおりだと思います。今回の医療計画にそこの部分が、

医療計画案の33ページ、34ページに市民の意識と役割というところに書かせていただいております。 

○【石井伸之委員】 まさに今、私も話そうと思った33ページ、34ページ、幾ら健康のことを説いて
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も、全く無関心な人に幾ら話しても、正直言って馬の耳に念仏ということがあります。まさに無関心

層の方々に対してどうやってアプローチをするかというところが一番重要だと思います。そういった

中で、私は漫画が大好きでして、『はたらく細胞ＢＬＡＣＫ』という漫画、恐らく多くの職員の方も

御存じだと思います。いかに体内の中で、赤血球や白血球や細胞が頑張って体の中をつくってもらっ

ているという部分と、そのことを非常にわかりやすく描写しております。そういった意味で、やはり

私は健康に対する教育が一番重要だと思いますが、そういった健康増進に向けた教育との取り組み、

活用、連携、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 私もはたらく細胞を見ております。すごくわかりやすいです。

本当に医療とか、健康とかに関しては、全ての人たちが意識をするべきものだと思います。それを、

その年代、その方々にわかりやすい手法とか、教材とかというのは工夫してやっていくべきだと思い

ます。今後は、今回この計画は、子育て支援課長、健康増進課長、健康づくり担当等に入っていただ

いて、いろいろな課とも連携しまして、今後こちらのほうは進めていきたいと思います。 

○【石井伸之委員】 答弁いただき、ありがとうございます。私も予防医療診断士という資格を取る

中で、全ての病気には何かしら原因があって、その結果によって病気になって、そして重い病気にな

り、 後には死に至るという、その部分がございますので、ぜひとも原因の部分を取り除く努力、そ

して、小さな積み重ねが健康維持にもつながりますし、逆に健康を阻害する要因になるということも

ありますので、そういった一つ一つの積み重ね、努力のほうをお願いいたしまして、終わります。 

○【望月健一委員長】 全ての委員の皆様の質疑、意見等を承りました。 

 報告事項(2)国立市地域医療計画の策定状況についてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(3) 国立市における待機児童の解消に向けた取組について 

○【望月健一委員長】 報告事項(3)国立市における待機児童の解消に向けた取組についてに入りま

す。 

 当局から報告を願います。子ども家庭部参事。 

○【岩澤子ども家庭部参事】 報告事項(3)国立市における待機児童の解消に向けた取組について、

福祉保険委員会資料№１により御報告いたします。 

 当市では、平成27年度から「国立市子ども・子育て支援事業計画」に沿って、地域にお住まいの方、

事業者等との調整を図りながら、待機児童解消の取り組みを進めており、今回は平成30年第２回定例

会・福祉保険委員会における報告以降の取り組み状況について、御報告するものでございます。 

 平成31年４月に向けた対策の取り組みは、認可保育所の新設、認証保育所の認可化と開設が遅延し

た園の定員の一部を、当該園設置法人が市内で別に運営する保育所において、弾力運用の範囲で一時

的に受け入れることにより定員の拡充を行いました。 

 ２ページ目をごらんください。一次選考平成31年１月31日時点の申し込み状況は、下の表のとおり

でございます。前ページで御説明した取り組みにより、受け入れ人数が拡充され、待機児童解消を達

成できる見込みでしたが、市による保育園整備のＰＲや、国の幼児教育無償化政策への市民の関心、

期待が高まったことなどから、保育需要が想定以上に喚起され、平成31年４月の待機児童解消は達成

できない見込みとなりました。 

 ３ページをごらんください。以下のとおり追加の対策を実施いたしました。ベビーシッター利用支

援事業の実施等、(1)から(4)のことを実施いたしました。今後は、平成31年４月の待機児童数の状況



－ 68 － 

や人口動態、予想される保育需要の状況等を慎重に見定めつつ、市内既存保育園・幼稚園等とも意見

交換をしながら、待機児童対策を進めてまいります。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【望月健一委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(3)国立市における待機児童の解消に向けた取組についてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 報告事項(4) 幼児教育推進プロジェクトの取組状況と今後の方向性について 

 報告事項(5) 国立市社会福祉事業団の設立に向けた取組について 

○【望月健一委員長】 報告事項(4)幼児教育推進プロジェクトの取組状況と今後の方向性について

に入る前にお諮りいたします。当局より、本報告事項は、報告事項(5)国立市社会福祉事業団の設立

に向けた取組についてと関連することから、一括で報告をしたい旨の申し出がございました。報告事

項(4)と報告事項(5)について、一括して報告を受けることについて御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 報告事項(4)幼児教育推進プロジェクトの取組状況と今後の方向性について及び報告事項(5)国立市

社会福祉事業団の設立に向けた取組についてに入ります。 

 当局から報告を願います。児童青少年課長。 

○【松葉児童青少年課長】 それでは、報告事項(4)幼児教育推進プロジェクトの取組状況と今後の

方向性について、(5)国立市社会福祉事業団の設立に向けた取組について、一括で御説明させていた

だきますが、まずは福祉保険委員会資料№５をお手元に御用意いただけますでしょうか。 

 幼児教育推進プロジェクトは、平成30年の第３回定例会でも幼児教育の取り組みについてというこ

とで御報告をさせていただいております。今回は30年度の取り組み状況と今後の方向性ということで

お話をさせていただきます。幼児教育推進プロジェクトは大きく３本の柱でスタートしております。

まずはひろば事業、啓発事業、それと関係機関との連携ということで研修等の実施ということの３本

の柱でスタートしております。 

 まず、取り組み状況についてですが、１番、子育てひろば「ここすき」の運営、これは平成30年10

月９日から開始をさせていただきました。当初10組というところを、いろいろ御意見いただく中で22

組お受けをさせていただきました。本日をもって無事に全部39回が終了いたしたところでございます。

多くのアンケート等でお声をいただいているところですが、とても子供の大きな成長を感じられたと

か、４月から始まる保育園生活のよい橋渡しになったとか、御家庭で御主人といろいろこの幼児教育

といいますか、子供のことで話すことになったり、ノートを御主人に書いていただいたというような

方もいらっしゃったり、いろいろなところで幼児教育ということで広がってきているのかと感じてお

ります。アンケートにつきましては、こちらに書いてあるとおりですが、100％に近いところで「よ

かった」というような御返事をいただいているところございます。 

 おめくりいただきまして、２ページ目はアンケートの抜粋でございますので、お時間がありました

ら、お読みいただければと思います。 

 その他の取組状況でございますが、２番、幼児教育講演会の開催ということで、平成31年２月12日

に「レッジョ・エミリアにおける幼児教育の取り組み」ということで、鶴川女子短期大学の森先生に
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御登壇いただき、御講演をいただきました。あわせて、平成31年３月20日、来週の水曜日ですが、昨

年の平成30年11月に公立保育園の保育士が実際に森先生と同行してレッジョ・エミリアに行ってきて

おりますので、具体的にどういう取り組みをしているかということの報告会を開催したいというふう

に考えておりますので、お時間がある方は御参加いただければと思います。 

 あわせて今年度は啓発事業のところでは幼児教育パンフレットの発行ですとか、ここすきコラムの

掲載、また、幼稚園インタビューの実施をさせていただきました。これまで国立市では私立幼稚園が

幼児教育の担い手として引っ張っていっていただいたところですので、各園の活動ですとか、園の運

営方針等について、インタビュー形式でホームページ等にも掲載させていただいております。今後は

冊子というような形でいろいろ目に触れるところに置いていきたいと思っております。 

 おめくりいただきまして、４ページ目でございます。今後のことですが、今後の取り組みの方向性

ということで、幼児教育センター事業の実施ということを考えております。幼児教育推進プロジェク

ト「ここすき」は、国立市の全体の幼児教育の環境の向上を目的とした政策で 重要なものと考えて

おります。この幼児教育をさらに推進させるためには、幼児教育プロジェクト「ここすき」を土台と

して、ソーシャルインクルージョンの理念のもと、個性を認め合い、子供一人一人の成長、発達段階

に応じた幼児教育を実施する必要があると考えております。 

 その中では、必要なことは４点あるかと考えております。１つは、幼児教育センターを事業として

しっかりとしたものにしていきたいと考えております。内容としましては、隣の５ページ目に書いて

おりますが、５本の柱、機能を考えております。実践、連携、発達支援、啓発・推進、研究・研修と

いうことで５本の柱で考えております。 

 ２番目に、大切なところですが、これは幼児教育センター事業だけでできるものではございません。

各幼児教育施設ですとか、幼児教育関係者にとどまらず、保護者の方、地域の方とまちぐるみでこの

幼児教育というのを理解していただいて提供することが大事かと考えております。 

 ３番目としては、場としては、矢川の公共施設を活用して考えていきたいというふうに考えており

ます。矢川の公共施設には児童館ですとか、子ども家庭支援センター、子供関連の機能を有した施設

が入ります。連続性の高い子育て支援ができるかと考えているところでございます。 

 ４番目に、大切なことは、矢川プラスのコンセプトとマッチングしているかということは、かなり

大きなところでございます。矢川の複合公共施設は子供のためだけの施設ということではございませ

ん。矢川プラスはまちなかの大きな家と庭という考えのもとに立っていまして、５つの大きな機能が

ありますが、その中には多様な地域の人々ですとか、高齢者の方々と子供たちがどういうふうに交流

して、どういうふうに見守りをしていくかということが重要と言われておりますので、このあたり、

地域住民の方ですとか、高齢者の方々とどういう交流ができるかということも大きな視点かと考えて

おります。 

 続きまして、福祉保険委員会資料№６を御用意いただけますでしょうか。国立市社会福祉事業団の

設立に向けた取組についてということです。こちらにつきましても平成30年第３回定例会の福祉保険

委員会で設立の進捗状況ということで御報告させていただいております。 

 運営の方向性としましては、こちらにございます運営の方向性、①から③までと考えておりますが、

具体的な内容について、おめくりいただきまして２ページです。取り組みの概要ということで運営の

方向性①保育・幼児教育環境の変化に応える保育園の運営ということで、主な事業内容としましては、

これまで民営化等の話がございました矢川保育園の設置運営、これは平成33年の４月からということ
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で考えてございます。今、基本計画をつくっておりますが、一時保育機能も有したものをあわせて運

営をしていきたいと考えております。 

 ２番がまちぐるみの保育・幼児教育の醸成と環境の整備、運営の方向性②です。こちらが今、お話

をさせていただきました幼児教育センター機能というものを国立市の事業から受託をすると。あわせ

て矢川の公共施設の管理運営についても、今後検討していきたいと考えております。 

 ３番です。運営の方向性③です。時代の変化に応える子育て施設の運営ということで、現在では子

ども家庭支援センターの子育てひろばの運営を事業団のほうでしていきたいと考えております。 

 ３ページ目でございます。国立市社会福祉事業団の設立準備会です。既に平成31年２月14日に第１

回の設立準備会を開催させていただきました。構成につきましては、各議員さんの机上に配付させて

いただいて、委員の方々のお名前等はお伝えしているかと思っております。今後、単なる準備会とい

うことではなく、市内の施設を委員の方々にも回っていただいたり、市内の関係団体の方々ともお会

いしていただいて、事業団の理解ということだけではなく、幼児教育というものを、国立市の現状を

各委員の方々にも知っていただきたいと思っております。 

 おめくりいただきまして、今後の予定でございますが、第２回は５月の中旬ごろ、第３回を６月末

から７月、認可申請は７月の中旬から下旬ということで、８月中の法人認可を目指しているところで

進めさせていただいております。 

 ３番です。あわせて矢川保育園の新園舎の施設整備についてということで、矢川の基本計画を今策

定しているところでございます。ここに書いているとおりですが、検討会というものを児童青少年課

のメンバー、保育園の現場職員も含めて進めております。計13回開催をさせていただいているところ

でございます。あわせて、保護者の方とのワークショップを２回ほど開催させていただきました。そ

れと民営化通信を通しまして、公立４園の方々にも新しい園舎ですとか、園庭についての御意見を聞

くというような機会をつくらせていただいております。あわせて、幼児教育ということですので、子

供たちにも聞きたいということで公立園の５歳の子供たちにも声を聞いてみたところです。子供の意

見としては、公園みたいな園庭が欲しいとか、木にぶら下がっているブランコが欲しいとか、男の子

だと思いますが、秘密基地とか動物が欲しいとか、あとみんなで寝たり食べたりできるところ、絵本

がたくさんあるといいという、子供たちからとても夢のある言葉を聞いているところでございます。 

 おめくりいただいて、６ページ目です。今、計画を進めている駅舎の設計図でございます。２階建

ての建物ということで、南武線側に園庭を大きく有したもの、部屋から園庭にすぐ出られるような施

設、あともともとあった都有地に残っている木を使って自然環境に触れるような施設もつくっていき

たい、いろいろなことを考えているところでございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、基本設計を通して実施計画を進めて、平成31年８月、このあ

たりに法人認可、法人として立ち上げていきたいと考えているところでございます。 

 駆け足でございますが、報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

○【望月健一委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。石井めぐみ委員。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございました。１点だけよくわからなかったんですけれども、

「ここすき」は続けるんですか、続けないんですか。これ、まず１つお願いします。 

○【松葉児童青少年課長】 失礼いたしました。「ここすき」は、平成31年度は５月からスタートし

ます。中央児童館１カ所でしたが、今度は中央児童館と本町学童を使いまして、10組ずつで３カ月間

の３クールやりますので、全部で60組の方々が参加できるということで進めていきたいと考えており



－ 71 － 

ます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。60組ですね。これ本当に評判がいいので、評価がよ

ければいいほど、口コミで参加したいという方がふえるので、ふやしていただいたのはとてもよかっ

たと思います。それから、ここすきコラムですけれども、これ本当にもったいないと思っていて、子

育てアプリのほうに入っているんですが、そもそもこれがここすきのコラムかどうかがわからない。

たどり着けない。だってここすきという言葉が全然出てこないんです、このアプリの中に。これが１

つと。あとは、今の若いお母様たちがお母様だけじゃないです、お父様もですけれども、文字で育っ

ていないので、文字がすごく羅列している。あれを見ただけでもう無理というふうにおっしゃられる

んですね。なので、これから先は動画などで配信ができないかとか、そこを考えていただきたい。そ

れは難しいでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 まず、動画といいますか、あわせて今回、「ここすき」のひろばの写真

展を１階のフロアを使ってやる予定でございます。なので、コラムについても保育士の思いが熱く出

ていて、かなりびっしり書いていていいものですが、発信方法等については、また少し検討させてい

ただければと思います。 

○【石井めぐみ委員】 お願いします。本当に思いが熱いだけに文章がすごいんです、ぎっしりで。

なので、これはぜひ伝わるように工夫をしていただきたいと思います。 

 それから写真展というか、つまり、これをやりたいと思う人が多いわけですから、誰に届けるのか、

何を届けるのかということを考えながらつくっていただきたいと思います。以上です。 

○【青木淳子委員】 それでは、何点か。子育てひろば・ここすきですけれども、先ほど５月から10

組ずつ３カ月間、60組というふうにございました。アンケートを読むと、保護者の方が非常にいいア

ンケート結果を書いていらっしゃる、意見を言っていらっしゃる。子供だけではなく、親も育ってい

るということが実感できて、すばらしいなというのが感想でございますが、これは取り組んでくださ

った関係する保育士の方々の力が相当影響しているのではないかと思いますが、３カ月間、60組やる

ということですが、この辺の人のほうは大丈夫なのでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 平成30年度はフルタイムの再任用の職員が１名と、あとは平成29年度末

で退職しました公立保育園の園長が２人、「ここすき」にかかわって、３名体制で組んでおります。

平成31年度予算に計上させていただいておりますが、新たに保育士資格を持っている嘱託員を１名つ

けるということで対応等を考えています。それと白梅学園さんのほうとも連携を密にして、いろいろ

アドバイス等、また講演会等にはそういう方々にも御登壇いただければと考えております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。しっかりと人をまずはそこに、どんな方が携わっていくという

ことが大事でございますので、よろしくお願いいたします。 

 あともう一点、幼児教育センター事業の中心のところに、まちぐるみ・地域ぐるみで子供たちを育

てる環境づくりの推進とありました。レッジョ・エミリアの講演を伺いまして、イタリアの地域住民

の方が、おらが町の幼稚園というか、自分の保育所が大好きでしようがない、自分の町の保育園が一

番なんだと自慢をしていたんですね。それがすごく印象的だったんですけれども、国立市内において、

まちぐるみ・地域ぐるみで子供たちを育てる、どんなふうに考えているのかお尋ねいたします。 

○【松葉児童青少年課長】 今回、レッジョ・エミリア市の取り組みを参考にさせていただいており

ます。当然、今の規模感では非常に小さいものになってしまいますので、幼児教育センター事業とし

て事業団のほうに移すことで、しっかりとした人員体制も含めた中でできていくかと思います。１つ
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には、ピアッツァといいますか、場を、矢川の公共施設を中心にいろいろな方が集って、子供たちも

そうですが、幼児教育について語り合ったりとか、子供を子供とするのではなく、１人の市民と見て

どういうふうに展開していくかということ、また、例えば大学通りを活用したり、いろいろなところ

で幼児教育を実際に見たり、触れたり、話し合うという機会を少しずつ醸成していきたいと考えてお

ります。 

○【青木淳子委員】 大変期待しておりますので、頑張っていただきたいと思います。私からは以上

です。 

○【住友珠美委員】 １点だけ。事業団になっていく中、幼児教育センター事業を実施して、「ここ

すき」などは本当に成功したのかなというふうに捉えられます。ただ、これが全部バラ色なのかなと

いうところも疑問になっているところがあるんです。というのは、事業団運営に際して職員さん、人

的に対して質の確保、そして保育の質の確保、これはきちんと継承できるのか。このあたり、私はす

ごく心配しているところでございますけれども、このあたりの確保はちゃんとできるのかというとこ

ろを確認させてください。 

○【松葉児童青少年課長】 現状としましては、公立保育園の保育士が派遣ということで谷保の保育

園に行くということになっております。あわせまして、当然その中でプロパーの採用等もしていかな

ければいけないと考えております。公立の職員の中では、保育園だけではなく、例えば発達支援室に

行きたいですとか、ほかの部署でやってみたいというような職員もいる。そういう熱い思いを持った

方もいらっしゃいますので、この辺は定員の関係ですとかいろいろありますが、総体的に人の確保と

いうのはしっかり考えていかないといけないと思っております。 

○【住友珠美委員】 そうですね。今、課長、おっしゃったように、人的な確保がきちんととれる。

また、質の確保、こういったものも今後ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○【上村和子委員】 事業団が立ち上がったということで、１点だけ、お名前をここで明確にしてい

ただきたいんですが、事業団の準備会の委員長はどなたになったのでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 これまでもお名前等は出てきておりますが、東大の元名誉教授の汐見先

生が委員長ということでお願いしております。 

○【上村和子委員】 汐見先生が委員長になっていただいたということで、多分、汐見先生の構想の

中でメンバーが集まってなされると思います。それで、その構想の中で、１つ、公立と財団との連携

の中でレッジョというのが出てきておりますが、そのレッジョに公立保育園の職員さんが行かれたと

いうことで、今度発表会があるということですが、財団が中心でやる幼児教育センターと公立保育園

との連携というのはうまくいっていると考えてよろしいのでしょうか。そこだけちょっと確認してお

きたい。 

○【松葉児童青少年課長】 民営化の関係は、もともと保育整備計画に基づいてやっております。そ

の中では、公立の基幹園というものをあわせて考えていくことになっております。現在、私立と公立

の保育士10名の手挙げで、一緒に基幹園について、また、国立の幼児教育について考えようというこ

とで、今10名集まって定期的に勉強会をしております。当然この内容で、これが基幹園としてやるべ

きなのか、国立市の全体の幼児教育として取り組んで事業団でいくのかということは、今後は話し合

いの中でしっかり整理をしていく必要があるというふうに考えております。 

○【石井伸之委員】 では、端的に。まず、「ここすき」のほう、大変評判という形で聞いておりま

す。ありがとうございました。そこで、５月より60組という形で受け入れるそうなんですけれども、
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60組を超える応募があったときの対応はいかがお考えでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 前回超えたということで22組お受けさせていただいております。今年度

は６カ月のタームでやったんですが、保育士のほうで３カ月でもある程度結果が見えてくるというこ

とで、今回は、場所も本町学童保育所と中央児童館のほうに分かれて10組ずつというふうに考えてお

ります。なので、多くの方がお手を挙げていただければ、非常にありがたいというところなんですが、

60組にふえたところで、どの程度埋まるかということもございますので、その辺はまた状況を見た中

で、現場の職員とも話をしていって進めていければと考えております。 

○【石井伸之委員】 ぜひ応募者が大変多く来たときの対応だけ、事前に検討しておいていただけれ

ば幸いです。 

 続きまして、こちらの福祉事業団の件ですけれども、今度の矢川保育園の園舎ですけれども、こち

らは鉄骨造でしょうか、それともＲＣ造でしょうか、それとも木造でしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 済みません。まだそこの詳細のところまでは決めておりません。ここで

基本計画を策定しているところですので、また、決まり次第、御報告させていただければと思います。 

○【石井伸之委員】 私は強く木造を推します。木造にしたほうが、減価償却が安く済むということ

と、あと基礎の土台づくりが軽微で済むということ。それとやはり木のぬくもりというものが幼児教

育においてどれだけいい影響を与えるかということを考えると、私はぜひこの新しい園舎は木造でつ

くっていただき、そして無垢の材料をできるだけ多く使う中で、屋根も構造的にトラス構造にして何

とか耐えられる形の構造で、光を多く取り入れた木が輝く大変すばらしい園舎にぜひしていただきた

いと思います。そこで、できれば多摩産材、もしくは山梨県産材を活用していただいて、東京都の補

助金も多く得られるということを聞いておりますので、このあたりは恐らく副市長のほうが専門家と

思いますので、私はぜひ木造で新しい矢川保育園園舎をつくっていただきますよう強く要望しまして、

終わります。 

○【望月健一委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(4)幼児教育推進プロジェクトの取組状況と今後の方向性について及び報告事

項(5)国立市社会福祉事業団の設立に向けた取組についてを終わります。 

 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【望月健一委員長】 これをもって、福祉保険委員会を散会といたします。 

午後４時５５分散会 



－ 74 － 

 

 

 

  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   平成３１年３月１５日 

 

 

 

    福 祉 保 険 委 員 長       望  月  健  一 
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