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○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 陳情第５号 安心して働きながらしょうがい児を育てられる環境整備を求める陳情

(2) 第39号議案 国立市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案

(3) 第40号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案

（歳入のうち所管する部分、民生費） 

２．報告事項 

(1) 平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応について

(2) 生活保護業務に係る事務処理について

(3) 国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針について

(4) 国立市における待機児童の解消に向けた取組について

(5) 幼児教育・保育無償化について

(6) 保育所利用者負担額見直しの検討状況について

(7) 国立市社会福祉事業団設立の進捗状況について

審  査  結  果  一  覧  表 

番 号 件 名 審 査 結 果 

陳 情 第 ５ 号 安心して働きながらしょうがい児を育てられる環境整備

を求める陳情 

１ .６ .１８ 

採    択 

第３９号議案 国立市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

る条例案 

１ .６ .１８ 

原 案 可 決 

第４０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案 

（歳入のうち所管する部分、民生費） 

１ .６ .１８ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【青木淳子委員長】 おはようございます。本日は、改選後、 初の福祉保険委員会となりました。

ふなれな点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員各位におかれましては、慎重審査の上、スムーズな議事運営がとり行えますよう御協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 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。 

 議題に入ります前に出席説明員の御紹介をお願いいたします。 

 市長部局についてお願いいたします。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 改めまして、おはようございます。それでは、改選後初めての常任委員会

になりますので、市長部局の出席説明員全員を紹介させていただきます。 

 初に、オンブズマン事務局でございます。オンブズマン事務局長、田代和広でございます。 

 次に、政策経営部でございます。市長室長、吉田徳史でございます。政策経営課長、黒澤重德でご

ざいます。教育委員会教育施設担当課長との兼任となりますが、資産活用担当課長、古川拓朗でござ

います。課税課長、山田英夫でございます。収納課長、毛利岳人でございます。 

 次に、行政管理部でございます。総務課長、津田智宏でございます。建築営繕課長、近藤哲郎でご

ざいます。情報管理課長、林晴子でございます。法務担当課長、中村さゆりでございます。職員課長、

平康浩でございます。防災安全課長、古沢一憲でございます。検査担当課長、村山幸浩でございます。

市民課長、吉野勝治でございます。 

 次に、健康福祉部でございます。福祉総務課長、関知介でございます。生活福祉担当課長、北村敦

でございます。しょうがいしゃ支援課長、堀江祥生でございます。高齢者支援課長、馬塲一嘉でござ

います。地域包括ケア推進担当課長、葛原千恵子でございます。健康増進課長、吉田公一でございま

す。健康づくり担当課長、橋本和美でございます。 

 次に、子ども家庭部でございます。児童青少年課長、川島慶之でございます。施策推進担当課長、

清水周でございます。子育て支援課長、山本俊彰でございます。 

 次に、生活環境部でございます。まちの振興課長、三澤英和でございます。環境政策課長、清水紀

明でございます。ごみ減量課長、中村徹でございます。 

 次に、都市整備部でございます。都市計画課長、佐伯喜重郎でございます。道路交通課長、中島広

幸でございます。健康福祉部福祉総務課長と兼任となりますが、福祉交通担当課長、関知介でござい

ます。工事担当課長、町田孝弘でございます。下水道課長、蛯谷常久でございます。国立駅周辺整備

課長、内山猛でございますが、本日体調不良のため欠席させていただいております。御了承願いたい

と思います。富士見台地域まちづくり担当課長、中道洋平でございます。南部地域まちづくり課長、

立川浩平でございます。都市農業振興担当課長、関慎一でございますが、本日所用により欠席させて

いただいておりますので、御了承願いたいと思います。市長部局は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○【青木淳子委員長】 続いて、教育委員会について御紹介をお願いいたします。教育次長。 

○【宮崎教育次長】 おはようございます。教育委員会の出席説明員を御紹介申し上げます。教育総

務課長、高橋昇でございます。教育施設担当課長、古川拓朗でございます。教育指導支援課長、三浦

利信でございます。指導担当課長、荒西岳広でございます。生涯学習課長、伊形研一郎でございます。

市立学校給食センター所長、土方勇でございます。公民館長、石田進でございます。くにたち中央図
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書館長、尾崎清美でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 以上で説明員の紹介を終わります。 

 それでは、議題に入ります。 

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

 議題(1) 陳情第５号 安心して働きながらしょうがい児を育てられる環境整備を求める陳情 

○【青木淳子委員長】 陳情第５号安心して働きながらしょうがい児を育てられる環境整備を求める

陳情を議題といたします。 

 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します。なお、趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【山田里子陳情者】 初めまして。私は、山田里子と言います。今、子供が小学校１年生、６歳で、

国立第八小学校の普通級に通わせていただいております。しょうがいがありまして、ダウン症なんで

すけれども、教育委員会の方たち、地域の方たちの力を得て、校長先生のほうの協力も得て、普通級

に通わせていただいております。このたびは、しょうがい児の子供を持つ親として困っていることの

陳情を上げさせていただきたいと思います。 

 先日、一般質問のほうで稗田議員からお話があったかと思いますが、あちらのほうが全てなんです

けれども、あちらのほうで言っていただいた内容を、そのまんまなんですが読み上げさせていただき

ます。 

 安心して働きながらしょうがい児を育てられる環境整備を求める陳情。陳情の趣旨。国立市はしょ

うがいがある子がほかの子供たちと一緒に学童保育所を利用することができ、働く親にとって大変あ

りがたく思っています。しかしながら、学童保育所が小学校から離れている場合、さくら通りのよう

な大きな道路や交通量の多い道路を子供たちは歩いて移動しなければなりません。この移動がひとり

で難しい子供は移動支援としてヘルパーと一緒に学童保育所まで通っています。毎年、学童保育所の

入所決定通知が届くと同時に、保護者は仕事をしながら数少ない移動支援の事業所を探し、複数の事

業所と契約して何とか週５日のヘルパーを確保してきました。 

 今年度の国立市での状況は、昨今問題とされているヘルパーの人材不足、移動支援に対する賃金が

他市より安いなどで、事業所は移動支援から撤退し、移動支援をお願いできるところがほとんどない

状況でした。また、この学童への移動支援が学校行事や長期休暇などで不規則なことや、ヘルパーが

高齢の場合は、子供が相手となると対応し切れないとの懸念もあり、事業所が受け付けられないと断

られることもありました。 

 現状として、移動支援のヘルパー契約ができた事業所は１カ所のみで、契約ができなかった家庭は

学区の小学校でない学校や敷地内に学童のある小学校に就学を変えた、個人的に知人にお願いした、

しょうがいしゃ支援課やヘルパー事業所からの紹介で地域の民生委員を地域サポートとして契約して

もらったなどで、何とか子供たちが学童へ移動できるようにしました。しかし、この地域サポートは

ヘルパー契約ではないので、支援者の急なお休みの場合、代替支援者がいないという不安があります。

民生委員の方々や複数の支援者が交代で支援する場合、コミュニケーションをとることが苦手な子供

たちは支援者となかなか信頼関係を築くことができず、ともに不安を感じています。また、事業所を

介さない個人契約なので、緊急連絡の際に支援者と連絡がとれないという問題があり、常に不安を抱

きながら生活をしています。 
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 そのほかでは、移動支援が確保できなかった日に放課後デイサービスの利用も検討しましたが、学

校までの送迎ができるところが少なく、難しい状況があります。そして、就学しても学童保育所に預

けられることで仕事を続けることができると思っていましたが、この移動支援が確保できないことで

以前と同じように仕事を続けられなくなっている状態です。 

 他市では、ヘルパーでの移動支援がなく、学童保育所の方が迎えに来ると聞き、国立市でもお願い

できるか聞いたところ、現状は難しいとの返答でした。学童でしたら、下校時間や学校行事の対応や

出欠の連絡などもでき、子供をよく知っている職員の方でしたら親子ともに安心してお願いできると

私たちは望んでいます。 

 市の財政的なこと、職員の体制などで問題があるのかもしれないのですが、国立市で学童保育所へ

入所決定と一緒に移動支援の確保がされているようにしていただきたくお願いいたします。また、ヘ

ルパーなどの支援者の担い手が減少し続ける現状により、しょうがいのある子供たちが今後も国立市

で成長し、生活していく中で、移動支援者を使う際にも同じような問題があるのではと将来を危惧し

ています。このことについても、国立市として事業所への働きかけ、必要な支援をしていただきたい

とお願いいたします。 

 陳情事項。①国立市に対し、しょうがいのある子供の学童保育所への移動支援が確保され、安心し

て働きながら子育てができる環境を整えるよう求めてください。②しょうがいのある人が安心して移

動・余暇活動できるよう、ヘルパーなどの支援者、事業所に対して必要な支援を行うよう求めてくだ

さい。以上です。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 本日はお忙しい中、趣旨説明においでいただきまして本当にありがとうござ

います。それから、大変貴重な、意義のある陳情を出していただきましたことにも深く感謝申し上げ

ます。そこで、この陳情の内容の中で何点か聞かせてください。 

 まず、ヘルパーが高齢である場合は、子供が相手になると対応し切れないという文章があるんです

けれども、具体的にはどういうことで対応し切れないとお思いでしょうか。 

○【山田里子陳情者】 いろいろなケースがあると思うんですが、うちの場合、知的なしょうがいが

ありますので、道路を真っすぐ歩くことがなかなか困難だったりするんです。あとは急に飛び出した

り、急に座り込んだり、信号を守れなかったりということがありますので、それを高齢者の方が子供

の手を持って食いとめるのも、子供もだんだんスピードが出てきますので、それがとめ切れなかった

りですとか、支え切れずに逆にその御高齢のヘルパーの方が倒れてしまったりですとか、あとは雨の

日とかはなおのことなんですけれども、傘を持った状況で、その状況を回避するのは非常に困難なこ

とかと思います。親の私でさえも大変なときがありますので、それを御高齢の方にさせるのはちょっ

と心苦しいことがあります。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。とてもリアルに、よくわかりました。 

 地域サポーターにお願いしたときの御不安というのも何点か書いてあるんですけれども、今のよう

な、同じような不安も、また、その地域サポーターのときでもあるんでしょうか。それはどうですか。 

○【山田里子陳情者】 そのとおりで、同じような不安がありまして、今回、私の娘は市の方がお声

をかけてくださって、近所の民生委員の方が地域の方にボランティアを募ってくださって、今４名の

方がうちの１人の娘のために移動支援をしてくださっているんです。その際、皆さん移動支援をやっ

たことがない方が４名、すごくありがたく、やってくださっているんです。 初、子供１名に対して
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１名で大丈夫だと、そのボランティアの方も御本人で言っていたんですが、実際に雨の日の学校から

学童までの移動のときに、一緒に４名で、体験で移動させていただいたんです。そのとき、しょうが

いしゃ支援課の方も一緒に同席してくださったんですが、子供がやはり、雨の日で傘も持って初めて

の状況で、すごく 悪の状況が重なったんですけれども、やはりそのときの様子を見たボランティア

の移動支援の方は、ちょっと１人では無理だと、できれば１人の子に対して２人のヘルパーでやらせ

てくださいということで、今は１人の子に対して２人のヘルパーをつけて、初めてのことなのでとい

うことでやっていただいています。 

 今、地域サポートの方なんですけれども、万が一、子供が事故に遭った場合に保険に入っていない

ので、そのことも心配なんです。保険に入ってないと、私たちはお願いしている側なので、申しわけ

ないとは思うんですが、そこは大丈夫だとしても、相手の方が子供に何かあったらどうしようという

ふうな保険に入っていない不安というのもあると思います。 

 ボランティア契約だと保険があるということなんですが、ただ、ボランティア契約だと無償になっ

てしまうということで、私は、一応、賃金を払いたいという意向があるので無償にはしていないんで

すが、そのかわり、逆に保険がきかないという現状があります。 

 あと、やはり自分で、地域サポートの方を、その４名の方、万が一お休みがあったりですとか、急

な用事でできなくなった場合に自分で探さなくてはいけないですし、私も初めてですけれども、その

ボランティアの方たちも初めてなので、手探りで 初にやらなくてはいけない諸手続みたいなものも

あります。そういったものも仕事をしながら全部手続をしたりですとか、小学校に入るのも大変だっ

たんですけれども、それの上に、このボランティアの方たちのマネジメントといいますか、そういっ

たものもまとめなくてはいけなかったということで、ちょっと二重に負担がかかってきて、今回、非

常に大変な思いをしました。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございました。本当に大変な思いをしながら、お子様を学校に通

わせていただいているというのがよくわかりました。あと１点だけ聞かせてください。 

 八小からだと西学童への移動ということになると思うんですが、八小から西学童は道が狭くて交通

量が多いので、そもそも歩いてお子さんを移動させるというのも不安なんじゃないかなと思いまして、

例えば、車に乗って移動したりすることは可能なんでしょうか。お子さんは大丈夫ですか。それはい

かがですか。 

○【山田里子陳情者】 車に乗るのは非常に好きなので、車に乗ることは全く問題がないですし、も

し車に乗って移動ができるんだったら、それはすごくありがたいです。今、放課後デイサービスで数

カ所お願いをしていて、１つ、滝乃川学園でお願いをしているときに、やはり滝乃川学園から帰宅す

る際は車で移動して、複数のしょうがい児を乗せて送迎をしてくださっているのを見て、何の問題も

なくできていますので、もし……（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子委員】 貴重な陳情、ありがとうございます。 

 国立市議会は、陳情は市民による貴重な政策提案だというふうに受けとめまして、常任委員会では

全ての議案の 初にすると議会改革の中で決めました。そういう意味では、本日の陳情も暮らしの場

から大変重大な指摘をしていただいたと受けとめております。福祉保険委員全員、多分そのように受

けとめていると思っております。 

 今の陳情は、福祉の視点ということで語られていると思うのですが、これは重大な事業所の問題、

ヘルパー不足の問題、セーフティネットがきかない問題、学童の問題、働きながらしょうがいの子を
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育てる問題、さまざまな現状の問題、全て網羅されていると思います。 

 そこで私がお聞きしたいのは教育の視点なんです。お子さんが小学校に入って、そして、学童保育

に行くといったときに、私の現状の認識がもしかしたらちょっと古いかもしれないのでお聞きしたい

んですけれども、小学校に入って、１年生のときに学童保育に行くときの 初というのは、しょうが

いがあろうとなかろうと、皆さん、どうやって行っておられるんでしょうか。もし御存じでしたら、

どうやって。何か集団で移動しているというような話は聞いているのですが、そのときの引率は、ど

なたがなさっているのでしょうか。 

○【山田里子陳情者】 ことし、ちょうど子供が入学したので体験させていただいたんですが、入学

して１週間は学童の職員の方が学校までお迎えに来ていただいて、１年生は列をなして、集団で学校

から学童まで登校していました。その際に、うちの子の場合は、ことしから合理的配慮支援員の方が

つきましたので、その合理的配慮支援員の方が付き添って１週間は行っていただいた状況です。私は

八小なんですけれども、ほかの学童が違うということもあるかもしれません。 

○【上村和子委員】 ありがとうございます。学童によって違うけれども、少なくとも同じ敷地内に

ある学童の場合はどうなっているのかちょっとわからないが、八小に関して言えば、１週間、学童の

職員がお迎えに来てくれて、１年生は列で、そのときに陳情者のお子さんに関しては合理的配慮支援

員がついたということですね。その期間においては、保護者としては心配はなかったと考えてよろし

いですか。１週間だけは、そこに対して、今お求めのような、ほかにも移動支援のヘルパーをつけな

きゃいけないとか、そういう心配は、その１週間についてはなかったと解釈してよろしいですか。 

○【山田里子陳情者】 心配は心配でしたが、１人で学校から学童まで行くということと比べれば心

配はなかったです。ただ、もし学童の方が１名だとちょっと難しいのかなとは思いますけれども、

初と 後というか、先頭と後部に１名ずつ配置していただければ、うちの子の場合は集団で行くのは

そんなに嫌ではない。ただ、その集団のときに一番前に行きたいというのは、先頭にいたいというの

はあるんですけれども、工夫をしていただければ集団で登校することは可能だと思います。 

○【上村和子委員】 ありがとうございます。この件に関する質疑は後で当局にしたいと思いますが、

やっぱり 初に、しょうがいがあろうとなかろうと、１週間は誰かが、大人が、学童とかに付き添う

というのは何か理由があると思うのです。しょうがいの子に関して言えば、そのときに必要とされる

配慮、合理的配慮ですけれども、それは１週間が過ぎても必要になってくる配慮だろうと私は思うの

ですが、その視点からの意味でもこの陳情は非常に重要だと思っております。 後の質疑ですが、こ

の件について、学校の校長先生とか、教育委員会とかに御相談されたりしたことはありますか。 

○【山田里子陳情者】 教育委員会の方と学童保育所の方にも相談はさせていただいて、学童に関し

て教育委員会の方は管轄外ということで、学童保育所のほうに聞くか、しょうがいしゃ支援課のほう

にということで、しょうがいしゃ支援課のほうに、もう一度聞き直しに行ったという状況です。 

○【上村和子委員】 ありがとうございます。現実が、とてもよくわかります。やめようかと思った

んだけれども、今、ちょっと気になったので。 

 陳情者は、教育委員会にも学童にもしょうがいしゃ支援課のほうにも行かれたんだけれども、教育

委員会には管轄外と言われて、しょうがいしゃ支援課とか学童のほうに言ってくださいと言われたと

いうことですよね。これが 後の確認ですけれども、皆様方の前で教育委員会の人、それから、しょ

うがいしゃ支援課の人、それから、学童保育の人、この３者が集まって、みんなで相談をしてみると

いうようなことは今までなかったということでいいんでしょうか。関係者が全員集まってどうしよう
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かと相談するような場は、この陳情を出す今日までは開かれなかったと。皆さんたちから見てですよ。

市役所の話からも想像してですよ。そういう場が開かれていないということで、そういうふうに思っ

ていらっしゃるということでよろしいですか。 

○【山田里子陳情者】 はい。 

○【上村和子委員】 わかりました。じゃ、聞いてみます。ありがとうございました。 

○【柏木洋志委員】 今回は、この陳情を出していただき、ありがとうございました。２点ほどお伺

いしたいんですけれども、まず１つは、この陳情の趣旨のところに移動支援を行っている事業所で契

約できたのが１カ所ということだったんです。そのときの体験といいますか、どういう状況だったの

か、そういうことをお伺いできればなと思いますので、お願いします。 

○【山田里子陳情者】 私は事業所の契約はできなかったんです。できた方は１人だけだったんです

が、私は市役所のしょうがいしゃ支援課の方から、国立市、国分寺市、立川市にある事業所の一覧表

をいただいて、80件ぐらい事業所が書いてある用紙を、こういった用紙をコピーしていただいて、そ

の中から移動支援をやっている箇所だけ丸をつけてくださって、そちらに電話をしたんですね。その

中で、私の場合は１カ所も見つけることができず、他市にも聞いてみてくださいと言われたのでほか

の市にも聞いたところ、国立市にお住まいでしたら他市の場合は契約が難しいということだったので、

１カ所も契約ができず、中には電話をかけた私本人に、移動支援は事業としてやればやるだけ赤字な

んですと直接言われてしまって、そういう事業をお願いするのも本当に申しわけないですし、もう途

中で心がなえてしまって、いただいたリストの80件ぐらい全部に電話することはできなかったんです

けれども、私の状況はそうでした。唯一、事業所を１件確保できた方がいるんですけれども。 

 今、確認したんですけれども、唯一、１事業者確保できた方も、このいただいたリストで事業をや

っているところをしょうがいしゃ支援課の方がピックアップしてくれてはいなくて、このリストだけ

をもらって上から電話を全部かけて、やっと１事業者が、それもその場ではなく、後日お返事をしま

すということでお返事を待って、どうにか確保できたということです。 

 このリストも、ある事業所の方にお見せをしたら、自分のところの事業所の住所が４年前に移動し

ているのに変更になっていなかったという方がいましたので、この事業所の住所とかの見直しもして

いただきたいなとは思います。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。そういう事業者が、そもそもできない、やっていない

という状況は本当に大変な状況かと思います。 

 もう１つだけお伺いしたいのは、移動支援の内容について、１週間だけ学童保育所の職員の方がと

いうことでおっしゃっていただいたんですが、今後、例えば移動支援を行うところで、一対一で、誰

かしらの職員なり支援者の方がつくということがいいのか、もしくは複数対複数といったらいいんで

すかね。例えば２人支援者がついたり、３人ついたりして、子供のほうも複数という形でもいいのか。

どういう形が一番理想的なのか、ちょっと教えていただきたいんですが。 

○【山田里子陳情者】 子供のしょうがいによっても対応は違うかとは思うので一概には言えないん

ですけれども、もし徒歩で学校から学童までの移動をするのであれば、１年生のうちだけですとか、

なれるまでは一対一でしたほうがいいかとは思いますが、うちの子に関しまして言いますと、お友達

と一緒に移動するのは好きなんですね。なので、２人で１人でも可能なときはあるかもしれませんが、

ただ、それもそのときの状況によって、すごく雨が降っていたりですとか、ちょっと体調的に悪かっ

たりすると、またそれは難しいこともあるかもしれません。 
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○【柏木洋志委員】 ありがとうございました。 

○【髙柳貴美代委員】 きょうは本当にありがとうございます。本当に大変な思い、今伺っているだ

けでもよくわかりました。まず、何点かちょっと質疑させてください。 

 サポートしてくださっている地域の方々のことを、お母さんがかえって心配なさって、何かがあっ

たときは困るということ、また、お金をお支払いする場合にはボランティア保険にも入れない、その

辺のところもとても心配だということがよくわかりました。 

 今、１年生になられて、本当に環境が変わって、もう本当に心配なことだと思うんですね。そうい

う中で、80件のリストがあって、それを１つずつ１つずつ電話をかけられて、それで１件だけ、お一

人だけつながることができたということなんですけれども、例えばこちらのほうがよりわかりやすい

リストをつくって、そして、そちらの施設としっかりとつながって、今までのようなサービスが使え

た場合、それでもオーケーということでよろしいですか。 

○【山田里子陳情者】 はい。その方々がヘルパー契約できているんでしたら、もちろん事業所登録

で事業者でやっていただいても、それは……（「大丈夫ということですか」と呼ぶ者あり）はい。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。陳情事項の中に１番と２番がございます。今のお話

を聞いていて、今、差し迫った状態であるということがよくわかりました。陳情者にとって、今の状

況を改善したいということが一番お訴えになりたいことかどうかをお聞かせ願えますか。 

○【山田里子陳情者】 はい。そのとおりで、今の移動支援者がいないという現状を一番強く求めま

す。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。そしてまた、２番のほうも、今こういう状態である

のだから、やはり先々もかわいいお子さんのことが本当に心配だと思います。そして、この２番の陳

情事項ということを上げてくださったのかなと思うんですけれども、２番よりもあくまでも１番のほ

うを今行ってほしいと捉えて、２番に関しましては早急にということも、もちろんしてもらいたいけ

れども、そちらのほうはある程度の時間がかかっても仕方がないというような、これから先、それに

向かって進めてほしいと捉えてよろしいでしょうか。 

○【山田里子陳情者】 はい。本当に何よりも、あす、移動支援者の方を見つけていただいたり、別

の方法で移動できる手段、先ほど石井委員も言っていただいたように、車なのか、何かの方法で移動

手段ができることを望みます。もしそれが可能になったら、今、地域の方にお願いはしているんです

けれども、そうではなく、別の、新たにできた方法に一日も早く変更したいと思っております。すご

く地域の方にはよくしていただいているんですけれども、やはり何かあったときの不安が一番ありま

すので、それが一番重要に思っています。 

 ２番目のほうは、本当に今回のことを経て、将来を見据えて考えますと、やはり高等部ですとか、

卒業した後、就労ですとか、福祉施設に入所した際に、就業後、降所後、親が帰宅する時間を、余暇

ですとか、そういったものをどう過ごせるようになるのかが、やはり想像すると不安になってきます。

そういったことを経て、将来自立して、ひとりでも生活できるような子供に育てたく、地域の学校で

すとか、地域の方々の協力を得て生活はしているんですけれども、そうは言っても、どうしても自分

たちの力だけではどうすることもできないので、１番は今すぐの問題、２番は将来を見据えた上での

問題と捉えていただいて結構です。 

○【髙柳貴美代委員】 あと１つ聞かせてください。今のお気持ち、とてもよくわかります。今の状

況を何とか早く変えていきたいということと、一方で、今、陳情者が地域で、地域の方々とというよ
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うな、本当によくしていただいているというような前向きな発言もございました。その場合、やはり

地域の方々の年齢とか、また、可能性として、私が思うには一人一人お子さんによって違うので、車

を使うにしても何にしても、きっとお一人お一人違うと思うんですね。なので、お一人お一人に合っ

た形の対処が必要だと思います。 

 その中で、もう少し年齢が上がってきて、それで地域の方々との触れ合いということも大事になる

かと思うんです。そういう地域の方々に、もう少し研修とか、もうちょっと状況をわかっていただく

ような研修などを経てからヘルパーをしていただくとか、そういうふうなことを、例えば市で、ファ

ミリー・サポートでやっているようなしょうがいしゃのお子さんのための研修のようなものを受けて

いただいてから、そのようなヘルパーとしてのお仕事をしていただくというのも、私は１つの可能性

があるのではないかと考えているんですけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○【山田里子陳情者】 私も、そう思います。それは私たちヘルパーをお願いする側だけではなく、

多分ヘルパーをされる、今、していただいている地域の方もすごく研修を受けたいと思っていると思

います。どのようにしょうがいの子の移動支援をしたらいいのかというのもわからない中、今回の方

は私のほうに、実際に直接連絡をしてきて、こういう場合困っているんだけれども、例えば学校で遊

具で遊び出してしまったんだけれども、そこから離すにはどうしたらいいかとか、ちょっと歩かなく

なったときはどうしたらいいのか。それも地域の方なりに考えてくださって、縫いぐるみを持ってい

ったりですとか、縄跳びを輪にして汽車ぽっぽのようにしてくださったりですとか、いろいろなこと

を考えてやってはくださっているんですけれども、やはり少し研修のようなもの、プロの方の御意見

があったらすごくいいかと思います。 

○【髙柳貴美代委員】 どうもありがとうございました。 

○【重松朋宏委員】 陳情者の方々、何度も何度も市役所に足を運んでいただいて、本当にありがと

うございます。２点伺いたいと思います。 

 まず 初に、趣旨文の６段目のところに「他市では」ということがあるんですけれども、ほかの市

や区町村で参考にできそうなよい方法ですとか、あるいは国立市でも考えてもいいんじゃないかとい

うような方法を御存じでしたら伺えたらと思います。 

○【山田里子陳情者】 ３点挙げさせていただきます。町田市に関しましては、当てはまる対象児童

には学童スタッフが付き添う通所支援事業を行っている。調布市は、付き添い送迎を１回200円で利

用することができる。３番目、杉並区、学童クラブ通所支援ボランティア、ボラセン、杉並区児童青

少年課に登録したボランティアを保護者へ紹介するシステムがある。以上になります。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございます。例えばその３市区の取り組みについて、国立市のほう

と何か話されたことはありますか。 

○【山田里子陳情者】 お話しさせていただいたことはあります。 

○【重松朋宏委員】 そのとき、国立市としてはこういう方法だったら受け入れられるとか、これは

工夫できるとか、あるいはこういう理由でちょっと難しいというようなことが、もしありましたら。

この後、直接私たちが聞いてもよろしいんですけれども。 

○【山田里子陳情者】 国立市のほうでも、多分、今私が申し上げた３点については御存じだったか

とは思うんですけれども。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。国立市としても、どの程度具体的に検討されているのか、ある

いは難しいと考えているのか、この後、それぞれの委員が聞いていきたいと思います。 
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 それから、もう一点で、陳情事項の②について、将来、中学校、高校に進んでいって、さらに就労

していってという将来の自立していく段階でのことなんですけれども、この後段の「支援者、事業所

に対し必要な支援」といいますと、例えば具体的にはどのようなものがあるとよいなとお考えですか。 

○【山田里子陳情者】 一番の希望としますと、ヘルパーをふやしていただきたいです。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございました。 

○【望月健一委員】 今回は、本当に貴重な陳情をありがとうございました。身に迫る答弁もいただ

いて、これはやはりしっかりと議会としても対応、早急にというか、あすにでも対応しなきゃいけな

いという思いを新たにさせていただいております。 

 陳情は、上村委員もおっしゃったように市民からの政策提案であります。しっかりと議会としても

それを受けとめて、一緒に考えて早急に改善を図る。これが陳情の趣旨だと思いますので、そういっ

た趣旨から今後当局には質疑させていただきたいと思っておりますが、ほかの委員の質疑で課題が浮

かび上がってきたところなんですけれども、１つ質疑させていただきたいのが、保護者が移動支援の

ヘルパーなどのマネジメントまでしなければならないという状況が生まれているのかと思っておりま

す。その点に関しましては、例えば市役所側、または学童、または教育委員会が、その移動支援のマ

ネジメント、管理を行っていただきたいと御希望されますか。 

○【山田里子陳情者】 はい。それができましたらすごくありがたいんですけれども、私も初めての

ことなので、例えばなんですがどのように書類を提出したらいいのかもわかりませんし、どのように

お金を移動支援の方に支払ったらいいのかもわからなかったんですね。私のほうで払う部分と国立市

のほうで助成していただく部分とあったんですけれども、それを現金で払うのか、私のほうで振り込

んで払うのかもわからなかったりするので、そういった部分もやっていただければすごくありがたい

んですが。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。当然わからない部分だと思うんですよね。そこら辺の

部分、また、日ごろのスケジュール管理の部分に関しては、しっかりと市役所側というんですか、ま

たは事業者が行う、先ほどの杉並区の仕組みが必要なのかと思っております。その点に関しまして、

何かございますか。答弁の漏れとかがあれば。 

○【山田里子陳情者】 済みません。今の質疑の１個前の質疑なんですけれども、あと１つ希望とし

ますと、窓口が複数にわたってしまっている。学童保育のところと移動支援の申し込みをするところ

としょうがいしゃ支援課ですとか、そういったところもどこに行ったらいいのかもわからず、複数に

聞いたりするというのもあるので、もしその窓口が一括してあるとすごくいいなと思います。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。ワンストップでやっていただきたいという趣旨だと思

います。 

 あと１つだけ質疑させていただきたいんですけども、今の陳情者の答弁を聞いておりまして、多様

な移動支援の手段が必要かなと思ったんですね。ある方にとっては一対一だったり、あるお子さんだ

ったら一対二の支援だったり、また別の方にとっては、もしかしたら学校の合理的配慮支援員のほう

がよければそっちの方、またお車のほうがよかったらそういった手段、多様な移動支援が私は必要か

なと思うんですけれども、陳情者はどのように思われますか。 

○【山田里子陳情者】 私も、そう思います。１つだけの方法でやってしまうと、それがもし合わな

い子に対しては、移動ができなくなってしまうという現状は避けていただきたいので、多数、多様な

方法があるというのはすごくありがたいです。 
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○【望月健一委員】 御答弁、本当にありがとうございました。今の陳情者の御質疑を参考にさせて

いただいて、さまざまな課題が浮かび上がってきたと思いますので、あとは当局側に質疑を投げたい

と思います。よろしくお願いします。 

○【青木淳子委員長】 全委員の質疑が終わりましたので、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、何点か伺います。今、陳情者の御答弁を聞いていく中で、特に低

学年のお子さん、それから、八小からの移動に関しては、歩いていくというよりは、現実的なことを

考えると車の移動のほうがいいかなと思いまして、たしか、これは教育委員会のほうになると思うん

ですけれども、七小でしたかね。車での移動をしていらっしゃるおうちがあると思うんですが、どの

ような契約というか、仕組みになっているのかを教えていただけますか。 

○【荒西指導担当課長】 こちらは七小のことばの教室を使っている通級指導の通級サポートという

仕組みをつくっております。タクシー会社と業務委託契約をいたしまして、通級指導を利用している

児童の学校間の移動についてタクシーで送迎をしているという状況になっております。 

 費用については、保護者負担を３分の１いただいてというような形で、タクシー券を利用しながら

の事業となっております。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 国立市の負担にしても、恐らくタクシーで学校間の移動ということはワンメ

ーターぐらいかと思うんですが、実際には幾らぐらい、国立市の負担は幾ら、保護者の負担は幾らと

いうのはわかりますか。 

○【荒西指導担当課長】 １回1,340円、そのうち保護者負担は440円となっております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。 

 それから、これは先ほど来たびたび出てきているんですが、そもそも親が移動支援の事業所を探し

たり、契約をしたり、それから、役所に関して言うとさまざまな窓口でもっていろいろ聞かなくちゃ

いけないということなんです。国立市はくにサポがあって、一応、ワンストップでもって子供に関す

ることはできるというふうになっているはずなんですが、これはくにサポで全て相談を受けることは

できなかったんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 くにサポを所管しておりますので、私のほうからお答えさせていただき

ます。 

 申しわけございません。今回の陳情の件につきまして、くにサポのほうで御相談を受けたというこ

とはございませんでした。ただ、児童青少年課は子育て支援課の隣にありますので、この問題につき

ましては、今、一緒に対応させていただい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。そもそもくにサポにつながっていなかったということですか。 

○【山本子育て支援課長】 申しわけございません。まだくにサポの周知が足りていないというのは

本当に自覚しているところではございます。お子さんについて、さまざまな御相談、今回の陳情の件

も含めてですけれども、くにサポに今後もぜひ御相談いただきたいと思っておりますので、今後その

周知のほうは図っていきたいと考えてございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。市民の方に周知されていないのは、それはだめなこ

となんですけれども、これは仕方がないとして、役所の中で、こういう相談があったときになぜくに

サポのほうに回らなかったのかなと、それが１つ不思議なんです。それについてはいかがですか。 

○【山本子育て支援課長】 今回につきましては、しょうがいしゃ支援課のほうに御相談いただいた
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というお話が先ほどございました。また、教育委員会のほうにも御相談された。児童青少年課、学童

の担当のほうにも御相談いただいているといったところ、窓口が多岐にわたっているというような御

指摘を先ほどいただいたところです。本来であれば、そういったところを含めてくにサポのほうで一

度問題を引き取らせていただくというか、くにサポも入らせていただいて進行管理をさせていただけ

ればよかったなというところでございますので、今後はそのような形で御相談のほうは進めさせてい

ただければなと思っております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。今後なんですけれども、保護者が自主的にやらなく

ちゃいけなかった部分というのを、例えばくにサポのほうでやっていける可能性はあるんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 おそらく先ほどのコーディネートの部分かと思います。そこにつきまし

ては、申しわけございません、くにサポのほうですぐにできるというお答えはなかなか難しいんです

けれども、ただ、保護者だけが御自分で探されるという形は本当に望ましくないと考えますので、そ

こにつきましては、児童青少年課、教育委員会、さまざまなところ、しょうがいしゃ支援課を含めて

相談しながら、保護者に寄り添った形の支援がどうやったらできるかといった視点でまた考えさせて

いただきたいと思います。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。今、即答いただけないのは仕方がないにしても、く

にサポをつくった以上は、やはりこういったことをサポートしていくというのが何よりも大切なこと

だと思うんですね。働きながらしょうがいを持ったお子さんを育てるというのは本当に大変なことで、

しかも、そんなに数が多いわけではないので、私はこういったことはくにサポでもってできるよとい

うことを力強く言っていただきたいんですが、もう一度お聞きしますが、いかがでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 くにサポは、子ども総合相談窓口、くにたち子育てサポート窓口という

ことでやらせていただいておりますので、今、委員からいただいたような形で今後取り組みを進めさ

せていただければと考えております。 

○【上村和子委員】 私は今回の陳情は物すごくタイムリーだと思っています。現状の事業所の問題、

制度の問題、そして、これからやらなきゃいけないところをピンポイントでちゃんと陳情を出してい

ただけたと、まさしく市民提案が、やっぱり市民が暮らしの場で一番新しい課題を察知するんだなと、

その中で苦労されているんだなということがよくわかる陳情だと思います。 

 その中で、私はきょうお聞きした中で、教育委員会と市長部局との連携がどうだったんだろうかと

いうことが一番気になっております。それで、お伺いしますが、国立市の一番新しいしょうがいしゃ

計画、これは皆さん方も入ってつくった計画、その中の「しょうがいのある子が地域で育ち、住み続

けるための福祉サービスを充実させます」というところがあります。そのところに、しょうがいのあ

る子の市内学校等への通学等の支援、これは教育指導支援課と教育委員会です。しょうがいしゃ支援

課がつくっております。その中に、市内保育所、幼稚園、小・中学校、学童保育所等へしょうがいの

ある子が、通所、通園、通学するための支援の取り組みというのがちゃんと入っております。つまり、

しょうがいしゃ計画の中にもちゃんと位置づけてあることです。 

 ところが、位置づけたけれども、現実の問題に対応できないことが起きてきたというふうに、今回

の陳情を前向きに私は受けとめたいと思うわけです。なぜなら国立市は、学童保育、通学にも移動支

援を適用するというふうに、ある意味先駆的な取り組みも実はやっております。制度そのものが後退

しているとは決して思いません。また、地域の中でそういうボランティアで参加する人たちもふえて

きた。これもいいことです。さらに、そういう中で、市長が筆頭でフルインクルーシブへかじを切る
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という決断もした。教育長もみずからそう言っています。そういう中で、やっとこのような陳情が出

てきたんじゃないかなと。今までは、皆さん諦めていたり、我慢していたりされていたんだけれども、

やっと道が開かれた、門が開かれたという感じがします。そういうふうに全員で受けとめたときに、

ぜひ、今まで一度も開いていないというこの件に関して、教育委員会と市長部局と真剣に、このしょ

うがいしゃ計画に基づいて、個別ケースを含めて、今まで開かれていないということですから緊急に

会議を持つべきだと考えますが、まず現実に、私が言ったような場は開かれていないということで確

認していいですか。それから、確認と同時に緊急に開かれるべきだと思いますが、いかがですか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 今言われた、確かにしょうがいしゃ計画の中ではしょうがいの

あるお子さんの通学、通所等の支援ということで位置づけられておりますが、今回の対応に関しまし

ては、確かにそこが教育委員会との連携、それから、子ども家庭部との連携がとれていなかった部分

がございますので、そこは今後、十分機能するような形で進めていきたいと思っております。 

○【上村和子委員】 そうですよね。しょうがいしゃ支援課長が真っ先に手を挙げましたね。こうい

うときは、誰が真っ先に手を挙げるかということはすごく大事ですよね。多分、自分事として捉えら

れたんだと思う。ぜひ頑張っていただきたい。 

 ところで、先ほどの陳情の中で、問題は教育委員会なんですよ。問題と言ってごめんなさいね。陳

情者が管轄外ですと言われたとおっしゃった。これは、ちょっと私はショックだったんですね。こう

いう計画を、教育指導支援課がしょうがいのある子の通学の支援もしなきゃいけないと。これはせっ

かく計画に書いているのに、何で管轄外と。いや、まさか言っていないと思っているんですけれども、

言っていないんだったら、今、言っていないと言ったほうがいいです。いかがですか。事実は、どう

だったんですか。 

○【荒西指導担当課長】 こちらは御相談を受けたときに、通学の関係というようなところで、これ

までしょうがいしゃ支援課等の地サポ等の利用があったというようなところもありまして、これは私

が対応したんですけれども、そのときに言葉として管轄外という言葉を発してしまったかなというと

ころはあります。ただ、その意味としては、一緒にやっていこうといったところはあったんですけれ

ども、まずはちょっとそちらに御相談してくださいというような形で振ってしまったところがありま

したので、やはり先の窓口、子ども総合相談窓口のほうとか、そういったところも十分に配慮すべき

ところだったなと考えております。 

 また、学校のほうの通学の支援というようなところで書かせていただいている内容なんですけれど

も、こちらはその当時については通級サポートのほうを充実させていくというような形で書かせてい

ただいている部分ではあったので、そこの通学のところをどうしていくかというところは今後しっか

りと検討していかなければならないところだと考えております。 

○【上村和子委員】 ちょっとこれ、計画と。今の答弁はずれていませんか。私の認識、この国立市

しょうがいしゃ計画、53ページですけれども、学童保育所へしょうがいのある子が通学するための支

援の取り組みを教育指導支援課としょうがいしゃ支援課が一緒にやるということとしか読み取れない

ですよ。だから、管轄外ではなくて、一緒にやらなきゃいけなかった、一緒に考えなきゃいけなかっ

た。むしろ子ども総合計画のほうが弱いですよね。子ども総合計画の中には、しょうがいのある子の

地域での暮らしを支援するというところがちょっと弱いような気がします。ちょっと探しましたけれ

どもね。 

 だから、現実は、今のこのやりとりの中で見えるちぐはぐ感、これがやはりばらばらなんですよね。
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どこが担当するのか。しょうがいのある子供が小学校に入れるようになりました。とてもすばらしい

です。保護者がついていますけれども、未就学という、成人前といっても、しょうがいしゃの社会参

加権です。子供であっても、地域の学校で学ぶ権利があります。そして、地域の学校から学童保育所

に行く社会参加権です。そこは親が完全に保障しなければいけないという状況では、今はないはずで

す。その子供の側に立ったときに、その子供が安心して、小学校から学童保育所まで、そこをサポー

トするというのは親のサポートではありませんから。その子のサポートなんです。だから、そこに立

ち切らないと。そういう転換を市長はやろうとしているわけでなんですよ。 

 そういう目線でこのことを考えていったときに、私は、あすの問題だと申し上げました。あしたの

問題なんですよ。それは今、親がかわりに代理行為をしていますけれども、子供の叫びなんです。子

供が言っているんです。その実態は、教育委員会、学童、どちらですか。そのような本日の陳情の対

象となる、学校から学童までの移動の困難を抱えている子供たちの、まず、実情、実態、人数、個別

ケース、この状況については全て把握されていますか。具体的に言う必要はないですが、それはどこ

が把握されていますか。誰が把握されていますか。 

○【清水施策推進担当課長】 お答えさせていただきます。個別のお子さんたちの状況については、

学童保育所それぞれの現場とも連携をとって把握はさせていただいているところです。 

○【上村和子委員】 今、どこの課ですか。子ども家庭部、学童のほうですね。 

 学童のほうは、すぐ手が挙がりました。全て把握していると。では、教育委員会のほうはどうでし

ょうか。把握されていますか。もしくは、子ども家庭部のほうから、そのような情報をもらって共有

していますか。 

○【荒西指導担当課長】 そのようなところまでは情報共有はできておりません。 

○【上村和子委員】 正直ですね。これが現実。しかし、すごくいいことです。子ども家庭部のほう

で、学童担当課長は、即、手が挙がりました。おそらく名前もわかり、もしかしたら課長のことです

から顔もわかるのかもしれません。つまり、キーマンですよね。 初に、制度のときはしょうがいし

ゃ支援課から手が挙がりました。 

 あすの問題です。私は、セーフティネットは、むしろ教育がとらなきゃいけないと実は思っており

ます。なぜなら、その子供たちは間違いなく、全て学校に行っているからなんです。そして、その学

校には間違いなく、市長、教育長がみずから決めた合理的配慮支援員の方がいます。全ての学校にい

ます。ぜひまずは、当座、セーフティネットがないという陳情の問題ですから、あしたからでも、い

や、きょうからでも、個別にわかっている子に関して、セーフティネットがない場合は、合理的配慮

支援員を一緒に付き添いとして学童までサポートしていただきたい。これは緊急の、陳情者があすの

問題ですと言っている。緊急ですよ。緊急対応ですよ。ですから、そのようなことを至急検討してい

ただきたい。これは、どなた。教育長でしょうか、教育次長でしょうか。 

○【是松教育長】 まず、各学校の支援を必要とする、学童通所の支援を必要とする子がどの程度い

るかということは、私個人は子ども家庭部から情報をいただいておりますので存じております。具体

的なことは申し上げませんけれども、２つの学校で数名いらっしゃるということは承知しております。

その子たちのしょうがいの状況もある程度把握させていただきました。 

 合理的配慮支援員を使えるんじゃないかというお話ですけれども、合理的配慮支援員といっても、

そう数多くいるわけではございませんし、１つの学校に１名ついて、そこでまた合理的配慮支援の対

象となる子が複数いらっしゃいます。ですから、恒常的に合理的配慮支援員が付き添って毎日送り迎
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え、送るだけですけれども、また帰ってこなきゃいけないということはひとりで帰ってかなきゃいけ

ないんですけれども、そういう体制がとれるかというと、申しわけありませんが、今の学校の状況だ

と難しい状況があります。合理的配慮支援員の役割というのも、通所サポートまでの役割を負ってい

ませんので。教育的支援を主にやっておりますので。 

 これは先ほど委員がおっしゃったように、やっぱり緊急に福祉部局と教育委員会とで話し合いをし

て、福祉的支援と教育的支援の役割分担をどうしていくのか。それで学童保育通所支援として行うん

であれば、どこが行うのがいいのか。どういう体制で、どういう人員をつけて行うのがいいのかとい

うのは緊急に話し合いをしていく必要があると思いますけれども、今、急にそれを合理的配慮支援員

で当面恒常的にやれと言われてもちょっと難しいということだけは申し上げましておきます。 

○【上村和子委員】 さすがです。教育長はちゃんと把握されて、数人だということはわかりました。 

 私は、恒常的にと言っていないんです。恒常的にと言っていません。緊急ですから、きょう、あす

の問題ですから。つまり、きょうの陳情の一番の主眼は、セーフティネットがないということなんで

すよ。親は働かなきゃいけない、いろいろな人に親御さんは頼んでいる。80社に頼んでいるんですよ。

一生懸命やって、ボランティアの人もいるけれども、セーフティネットがないということをおっしゃ

っているんですよ。じゃ、誰がセーフティネットになるんですか。親にしろと言うんですか。親なん

ですか。 

 別に教育長が答えなくてもいいんですよ。セーフティネットがない問題だから、それは仕組みがな

いからなんですよ。私は、国立市は悪くないですと何遍も言いましたよね。今から、いろいろな、さ

まざまな制度をつくっていってもらえれば、一生懸命やれば多分やれると思います。だけど、誰もい

ないという状況だけはつくっちゃいけないから、誰もいないときには誰かが動かなきゃいけない。そ

れは誰ですかということを聞いているんです。そこは行政でしょう。そのときに、もしも合理的配慮

支援員の人が大変だったら、担任が行けばいいんじゃないですか。担任もいなければ、学童の職員が

いなければ、市の職員が行けばいいんじゃないですか。数人だから。だから、そのセーフティネット

を緊急につくってほしい、根本的には今からつくればいいです。さまざまな制度ができる。だけど、

あしたからのセーフティネットは、陳情にかかったということは議会で真剣に議論していますから、

親がやれということですか。それとも行政がやるとしたら、誰が責任を持ってこのことをやれるので

すか。私は真剣に考えました。そこで、担任の先生、教員、私が教員なら行きます。だって、自分の

生徒ですもん。そんなの送っていきますよ。教員、自分が行けなかったら合理的配慮支援員に行って

もらう。行ってもらえなかったら校長先生に頼む。大空小学校、「みんなの学校」というのは、ＳＯ

Ｓを出し合いながらそういうところで成り立っている。それでもだめなときには地域の人にも頼むと

いうふうに、親と学校と地域と行政が協力し合ってやるんだけれども、まだ国立市はそこまでなって

いないから、今回の陳情の中で、あしたからどうしようという訴えの陳情なんですよ。どうでしょう

か。 

○【宮崎教育次長】 私のほうから、具体的な状況もある中での形で御答弁申し上げます。 

 委員のおっしゃるように制度面でどうしていくか、それから、陳情の趣旨説明ですとか、あるいは

質疑を聞く中で、喫緊の課題として非常にお困りになっているという状況はよくわかりました。既に

お話を聞いておりますのでわかっておりました。そんな中で、委員の御質疑は、例えば合理的配慮支

援員が対応できませんかというようなポイントを具体的に示した御質疑だったので、そこについては

なかなか難しい状況はありますという答弁になったかとは思うんですけれども、１つは喫緊の課題と
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して、至急、どう対応するかについて、これは子ども家庭部、そして、健康福祉部、教育委員会で、

取り急ぎ相談する中で、特に学校等とも私どもは状況を確認しながらどういった対応ができるか。 

 きょう、この委員会の中で、例えば教員がやりますとか、学童にお任せしますとか、そういったこ

とではなくて、委員の御質疑の後半の中では行政ですかというところがありましたが、それは行政の

中でどういった対応ができるか、それは取り急ぎ相談して、やはりお困りがないように考えていきた

い。ただし、合理的配慮支援員がとか、教員がとかというところについて、具体的に、それはどうで

すかというお話であれば、そこについてはなかなか難しさがありますよという答弁にならざるを得な

いだろうと思っていますので、これについては制度面をこれからどうしていくかもありますし、喫緊

の課題にどう対応していくか。これは、実は子ども家庭部長なども私のところに既に話に来ておりま

すので、取り急ぎ結論が出せるように、一緒に検討してまいりたいと考えてございます。 

○【上村和子委員】 後の質疑にします。厳しく聞こえたら済みませんね。 

 陳情が出てくるということは、恐らく相談ができるところには相談し尽くしているはずです。だけ

ど、ばらばらだからどこに行っていいかわからないから、 後の陳情だというふうに、だから、なぜ

この間、それができなかったのかと私は思うけれども、時だけは戻らない。だから、事実確認をした

んです。これまで、そのような真剣な会議は開かれなかった。陳情が出されて表の問題になったんだ

ろうと私は思っているからです。 

 それで取り急ぎ、だから、取り急ぎとおっしゃっているけれども、陳情が出されたということはも

う遅いんですよ。取り急ぎというところの表現を時限で決めていただきたい。いつまでにその会議を

持ち、いつまでに方針等を決定していただけますか。できましたら、 終本会議までがいいですが、

６月中ですか。取り急ぎというのは、いつまでのことをおっしゃっているのですか。 

○【大川健康福祉部長】 こちらにつきましては、委員のおっしゃるように、本会議の前までに３部

で話をして、これは生活の延長線上であり、教育の場の延長線上であるということもありますので、

きちんとまずは協議させていただいて対応に努めたいと考えています。 

○【上村和子委員】 本会議までに緊急で会議を持って協議をし、対応まで考えるということで、こ

れは健康福祉部長が答えました。教育長は随分答えていただいた、教育次長も一生懸命答えられまし

た。 終的に、その方向で解釈して、そうしてくれると解釈して、市長、 後によろしいですか。 

○【永見市長】 私の性格から言うと、この件はいらいらしております。いつか食事のときもそうだ

ったんですけれども、実は議会になる前に本当だったらさばいていなきゃいけないなと私自身は反省

しております。そういう意味では、日常の生活、あるいは学校、あるいは放課後の暮らしに影響が出

ないような措置を早急に協議させまして、そして、対応していきたいと思います。 

○【望月健一委員】 上村委員が、実はもうほとんど質疑を。私もタイムラグに関してはずっと聞き

たかったので、今もう大体、答弁を聞いてすごく安心したところなんですけれども、まずはお尋ねし

ます。この問題は２つあると思います。個別のお子さんの移動支援手段の確保、そして、もう１つが

保護者の皆様のマネジメントの問題をどうするかでございます。 

 まず、確認のためお尋ねいたしますが、これは子ども家庭部に聞いたほうがいいと思うんですけれ

ども、今回の移動支援に課題があるお子さんたちの人数は、既に子ども家庭部では把握されています

か。 

○【清水施策推進担当課長】 お答えさせていただきます。現在、学童ごとに申し上げますと、特別

支援学校から通われるお子さんが本町学童で１名、中央学童に１名、第八小学校から西学童に通われ
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るお子さんが１名、第五小学校から中央学童に通われるお子さんが４名、計７名になるかと思います。 

○【望月健一委員】 しっかり把握されているということがわかりました。 

 これも確認なんですけれども、では、もうかなり前から子ども家庭部、教育委員会、そして、福祉

部門とも、この問題に関してはしっかりと認識をしていたという認識でよろしいですね。一応、確認

です。 

○【清水施策推進担当課長】 それぞれのところで把握はしていたかと思います。 

○【望月健一委員】 ここからは上村委員の質疑に引き続いての質疑なんですけれども、この問題は

あすの問題と私も考えておりますし、多分、皆さんもそう考えておられると思います。上村委員の質

疑で安心したところではあるんですけれども、既にこの問題がしっかりと市当局または教育委員会で

認識されておりというのであれば、例えば以前こういった陳情がございました。市民体育館のしょう

がいしゃ利用に関しまして、即改善するんだという答弁がたしかあったと思います。私も 終本会議

とは言わず、しっかりと、あすにでも、あすか、きょうですよね。申しわけないんですけれども、ど

ことは言いませんが、残念ながら対応に不備があったような部署もあったかのように私には思えまし

た。ですので、個別に即対応できるケースに関しては、保護者との会話を重ねながら、即、きょうに

でも、あすにでも対応していただきたいと思います。まず、移動支援の部分に関して伺います。その

部分、対応していただけますか。 

○【松葉子ども家庭部長】 では、お答えさせていただきます。まずもって、今回陳情をいただきま

して、ありがとうございました。保育園に安心して通われていたということを言っていただきまして、

保育サービスを提供している側として非常に感謝申し上げます。また、陳情いただいて、地域の方々

の支援に、当事者でありながらいろいろ御心配をしていただいているということに関してもあわせて

感謝しなければいけないと思っています。 

 今回の陳情を受けて私がまず思ったところは、保育園に通っているときは安心して通える状況があ

りましたと。次のステージに上がったときに、小学校に上がったときに、そこの移動ということを保

護者自身が考えていかなきゃいけないということにやっぱりそれは無理があるんだろうなと感じてい

るところでございます。それにつきましては、先ほどからお話があったように、たまたま今回陳情を

いただいた方々は、実は保育園の民営化のときにもお顔を合わせているような方々もいらっしゃいま

して、こんにちはから始まる関係ではなく、個別にお話ができるかと思っています。ですので、終わ

った段階でまたお話をさせていただいて、どんなことを今できるか、それについて、私ども子ども家

庭部と健康福祉部または教育委員会で、どんな協力ができるかということも含めて、早々に対応がで

きればと考えております。以上です。 

○【望月健一委員】 では、ここからは確認なんですけれども、移動支援の部分、そして、保護者の

皆さんの移動支援のマネジメントの部分、いつまでに対応できるかお答えください。 

○【松葉子ども家庭部長】 本日も委員会中ですので、終了した段階でまずお話をさせていただきた

いと思っています。先ほどの質疑の中でも、くにサポがやはり総合相談窓口ということで対応しなき

ゃいけないということですので、保護者の個別のお話についてはこちらで一本化ということでお話を

させていただければと思います。ただ、お話があったように、例えば乗り物に乗れる子、そうじゃな

く歩いていける子、いろいろな個別のケースがあると思います。その個別については関係部署で集ま

らせていただいて、その状況の中で、１日、２日、どのぐらいかとありますけれども、対応させてい

ただければと考えております。 
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○【大川健康福祉部長】 保護者のマネジメントの部分につきましては、先ほどのお話のようにリス

トをお渡しして探してもらうというのは、余りにも保護者にとって負担だという認識を持っています。

それについては早速改めて、こちらのほうで、例えばしょうがいしゃ支援課であればしょうがいしゃ

支援課の職員がきちんと事業所に当たって、その結果を保護者とまた御相談していくような流れをつ

くってみたいと思っています。それは子ども家庭部のくにサポのほうで、一旦保護者のお話を聞いて、

そこに連動する形でしょうがいしゃ支援課が加わればいい話でありますから、そこはワンストップで

できると考えておりますので、その上で庁内の連携体制をきちんとやって、保護者の負担を極力減ら

して、生活の延長線上で安心してしょうがいを持つお子さんが過ごせるようにしていくと、そのよう

なことで考えていきたいと思います。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。 

 後の質疑にさせていただきますが、マネジメントの部分で日々の管理ですよね。１週間、誰に頼

もうかという部分。例えば陳情者から伺った話ですと、杉並区は仕組みづくりができておりました。

そこを保護者ではなく、または事業者なのか、市役所なのかわかりませんけれども、その部分も含め

て早急に対応していただけるということでよろしいですか。 

○【大川健康福祉部長】 そこの部分も含めて対応できるように、きちんと関係部でまずもませてい

ただきたいと思います。それは早急にやります。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切ります。 

 ここで休憩に入ります。 

午前１１時２７分休憩 

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

午前１１時４１分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 意見、取り扱いに入ります。髙柳委員。 

○【髙柳貴美代委員】 陳情第５号安心して働きながらしょうがい児を育てられる環境整備を求める

陳情を採択の立場で討論いたします。 

 国立市では、国立市放課後子ども総合プランにおいて、全ての小学生が放課後を安心・安全に過ご

し、多様な経験・活動を行うことができるよう示しています。全ての国立市民の方々が安心・安全に、

働きながら子育てできる環境づくりを行わなければならないと私は考えております。 

 陳情者の方々のお話から、今現在、差し迫って困っていらっしゃること、今までお願いできていた

環境が整わなくなってしまい、でき得る限りの努力をされてもなかなかそれがうまくいかず、お仕事

が続けられない状態になってしまっているということを理解いたしました。また、当局の答弁から、

今後あらゆる可能性を模索し、そして、連携を図り、しっかりと対応していく、そのような答弁をい

ただきました。 

 国立市では、来年度、子育て世代包括支援センター開設を目指しています。子育て世代包括支援セ

ンターの役割は、母子保健法に基づく母子保健事業と、子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事

業と、児童福祉法に基づく子育て支援事業を行う役割があります。その前身であり、くにたち子育て

サポート窓口は、子供・子育てのための総合相談窓口です。しかしながら、今の陳情者の方々のお話
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から、まだそのサポート窓口を利用していただけなく、また、そこがつながっていないということが

わかったのは私にとっても非常に残念なことでございます。 

 子供・子育てのための総合相談窓口である、このくにサポ窓口をしっかりと生かしていただき、ワ

ンストップで本当の意味で相談できる窓口にしていただきたい。今回の問題も、子ども家庭部、健康

福祉部、教育委員会が連携をしっかりととって行っていく問題であると考えます。連携することによ

って新たな可能性が生まれます。また、陳情の中にある地域サポート、これも私は重要であると考え

ます。国立市独自のしっかりとした事業でございます。地域の方々とのつながりを今こそ見直すべき

であると考えます。そのことによって、全世代型の地域包括ケアができ上がります。 

 人は誰しも、生きていく上で地域とのかかわりなしでは生きていけません。これは非常に重要なこ

と、欠かせないものです。なので、陳情者もおっしゃっていたように、専門家のしっかりとした研修

を行っていただき、サポートをしていただきたい。そして、縦割りを外した複数の部署連携、地域の

協力をしっかりと生かして、早急に対応をお願いし、私の採択の討論といたします。 

○【石井めぐみ委員】 私も本陳情には採択の立場で討論させていただきます。 

 今、髙柳委員もおっしゃっていたように、くにサポがワンストップをうたいながら、本当の意味で

のワンストップになっていなかったということが今回わかったというのは、この陳情を出していただ

いたことで本当によかったと思います。これからこのくにサポがしっかりと信頼を得ていくためにも、

今回のことを考えながらやっていっていただきたいと思います。 

 そもそも今回の問題なんですけれども、国のほうが進めようとしているトライアングルプロジェク

トですね。学校と福祉と保護者が連携して子供のことを考えていく、これが今、国の方針です。当然

自治体もやっていかなくちゃいけないことで、こういったことはこれから次々に出ていくと思うんで

すね。こんな中で機能していくのが、やはりくにサポだと思いますので、これからもよろしくお願い

したいと思います。 

 先ほど教育委員会の対応について、まずかったんではないかというような話も出ていて、これは連

携できていなかったことがということで、実は保護者からは、今回、学校に入る上で大変親身になっ

て相談に乗ってくださったという話も聞いています。これは、それぞれの担当部署では一生懸命その

子供たちに対応してくれようとしていた、これもわかっていることです。残念なのは、恐らく連携が

できていなかったというところなので、これはしっかりとやっていただきたいと思います。 

 それから、国立市が他市に比べて身体介助が必要な人の移動支援の助成金が少ないというのはやは

り問題があると思いますので、これせめて他市並み、さらに言うと国立市ですからもう少しというよ

うな形で考えていただきたいなと思っています。 

 それから、恐らくこれからしょうがいを持ったお子さんを育てていく上でたくさんの悩みとか、い

ろいろなことが出てくると思うんですね。それを何とかしてほしいという願いが②のところであった

かと思います。想定できるものはもちろん先に想定しておいて、それから、話が出たときには、なる

べく、やっぱり一人一人のお子さんのこと、大勢のことではないので、やはり一人一人のことを考え

ていただきたいと思います。何人かの委員がおっしゃっていたように、多様な選択肢があるというこ

とが大切だと思いますので、その多様な選択肢をつくっていただきたいと思います。そのことをお願

いをして採択とさせていただきます。 

○【上村和子委員】 私は本日の中で、できれば 終本会議まで待って、当局の見解、対応策まで聞

いて、マルかバツかを決めたかったと。だから、継続も考えました。しかし、陳情を出された方々の、
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もう待てない、あしたからが心配だという切実な声を受けとめまして、市長を初め、教育長、皆様方

が本日言ってくださった、連携会議を持って、至急、 終本会議までに対策まで出すということを信

じます。信じるから内容まで含めて、きょうの議論と陳情者の言ってこられたこともしっかり含めて

具体策を出していただきたい、これをお願いして採択するしかないので採択いたします。 

 本日、私が考えましたのは、本日は働きながらしょうがいの子を育てるという、本当に大変な状況

の中で頑張って働き続けておられる、ある意味、女性の支援であります。本当に大変な中、頑張って

働いて、何回もやめようと思われることはおありだったと思います。そういう中で働き続けておられ

る方に 大の敬意を表します。そして、今回、陳情、多分お仕事を休んでこられた方もいらっしゃる

と思います。そういう中で来てくださったことに感謝をいたします。それと同時に、では、働く人た

ちだけの問題だったんだろうか。私はこの陳情の後ろに、働くこともできなかった。そして、働かな

いまま、働いていないお母さんとか、父親も入るんでしょうか。通常、重度の知的しょうがいを持っ

た、身体しょうがいを持った人たちは働くこともままならないまま、親が子供を抱え、子供と親で頑

張ってきた、そこを当てにして学校の場でもついてください、さまざまな地域の場でも居場所づくり

に大変苦労された人たちが見えてきます。そういう人たちが、親子が年をとってきた。今現在その問

題も抱えています。本日、２番目の陳情は、まさしくそこに当たります。親子で年をとってしまった。

にっちもさっちもいかなくなっているという状況が生まれてきています。ですから、きょうの陳情か

らは、さまざまな働くことの問題、しょうがいを抱えて、しょうがいの子を持った親子の問題、高齢

化の問題、さまざまなことが含まれています。そして、ヘルパー不足の問題、移動支援の問題、事業

所は単価が安いところはできないという現実の問題。しかし、その中でボランティア、有償ボラとい

う形で、地域で支えようという人たちも出てきた、まさしく岐路になったと思っております。 

 そういう中で、本陳情を私としてはそういう時代の中での陳情として受けとめて、行政は、教育委

員会は、市長部局はどう捉えるのか。しょうがいのある子供の親、人の自立というものをどう支援し

ていくのか、教育委員会はどうなのかということを聞きたかったというのがあります。そして、 大

の言いたかったことは、本来、学校と学童は綿密な連携がなされていなければ困ると思っております。

これはしょうがいがあろうとなかろうと、学校から学童保育に行く子供たちに対して、送り出す側の

学校の責任、そして、受けとめる側の学童の責任、その両者に、本来ならば密接な連携の状況がない

といけない。これもないんじゃないかというふうに、今回の陳情で思いました。しょうがいがあろう

となかろうと、何年何組の〇〇ちゃんは、この学校を何時に出ました。そして、学童には何時に着い

たか。本当は、通学路というのは危険がたくさんあります。それはしょうがいがあろうとなかろうと

関係ありません。そういうところの連携、学校と学童、〇〇ちゃん、子供を中心とした連携は、日々

しっかりととられているか、このことも点検なされなければいけません。さらに、そこに合理的配慮

を必要とするしょうがいの子の問題。そして、さらに親が働いていて関与できない。そういうトリプ

ルに困難を抱えた子供の、学校からの学童の通学保障、これは行政がちゃんと入って、教育委員会と

市長部局とが連携しなければできないことなんだということを言いたかったんです。そういう根本的

な問題なんだという認識、捉え方、これが陳情が出されるまでできなかったのか、やらなかったのか、

ここが確かめたかったところです。陳情が出されたことによって、初めて真剣に連携会議を持つとい

う、この状況に関しては、私は心の底には、深い、まだひっかかるものがあります。 

 市長がいらいらするとおっしゃいましたけれども、教育大綱も変わります。フルインクルーシブへ

かじを切ると、これは地域とつながらなければできません。ぜひその根本に立ち返って、本質的な問
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題を含めて解決できる対策を６月25日の 終本会議前に決めて、まず、陳情者にイの一番にお伝えす

るとともに、私たち福祉保険委員会全員に文書で、もしくは口頭でも構いません。ぜひ報告をしてく

ださい。そのことも含めて採択といたします。 

○【柏木洋志委員】 今回の陳情第５号については採択の立場で討論をさせていただきます。 

 今回の陳情の趣旨にもあるとおり、学校から学童までの移動支援、その事業所を探す段階で、そも

そも移動支援をやってくれるような事業所が少ないという現状もあり、なおかつ事業所と契約できた

として、また、地域のサポート事業など、さまざま利用したとして、自分でそのマネジメント、それ

こそこの日には誰さん、この日にはどこの事業者というのをマネジメントしなければいけないという

実態があるということが今回の陳情で訴えられました。なおかつ、自分でマネジメントをした後に、

やむを得ない事情などでヘルパーや支援者、そういう方が急遽来られなくなった、また、支援を１回

できなくなったという状況があった際、代替者を見つけることが難しい、そういう事情も今回明らか

になりました。 

 今回の市長部局の質疑のところで、そういったマネジメントですとか、事業所探し、そういうのを

これから緊急的に、早急に会議を持って取り組んでいきたいというようなことがありましたが、本当

にこの問題に関しては、会議を持って対策を検討するのもそうですし、また、そもそも対策を実行す

るのも早急にやっていただきたいというところで、各市長部局の担当課、また、同じく教育委員会と

連携を強く持っていただくようお願いを申し上げまして、今回の陳情に対する採択の討論とさせてい

ただきます。 

○【重松朋宏委員】 本陳情には、陳情事項の①も②も採択の立場で討論いたします。 

 陳情事項の①について、緊急対応が必要な数名については、すぐに市長部局と教育委員会の連携会

議を持って、そこに保護者も何らかの形で関与するのかなと思うんですけれども、 終本会議までに

対応されるという答弁が引き出されました。また、学童保育所への通所支援のマネジメントについて

は早速改めると。そして、セーフティネットの仕組みがないことについても、早急に連携して検討す

るという答弁でありましたので、そのことをまずしっかりとやっていただきたいということがありま

す。ただ、どのような仕組みにしていくのかということについては、検討次第ということですので、

まだその方向性は見えておりません。 

 国立市の市立の学校に通っている子供だけではなく、特別支援学校も、あるいはほかの学校に通っ

ている子供もこれから出てくるでしょうし、それらの子供と保護者にどのような仕組みで対応してい

くのかということについてはまだ見えていません。また、制度としていくということについては、予

算も伴いますし、あるいはお金だけで解決できるような問題ではなく、保護者、事業者、さらに市民

も巻き込むとすれば、かなりの市民ぐるみの検討が必要です。特に陳情事項の②については、まさに

そういう内容だと思います。そこで、今後どうしていくのか、どういう仕組みをつくっていくのかと

いうことについては、個別の議員がこれからも質疑で対応されるとは思うんですけれども、それだけ

ではなく、やはり今回の陳情は何よりも議会に対する政策提案と受けとめて、委員会の調査事項に上

げるなり、議会、委員会として受けとめていく責任があると私は考えました。 

 採択した上で、あとは市役所のほうでよく考えてねということではなく、私たち自身が受けとめ、

関与し続けていく責任があるという意味で、この２つの陳情事項について私は採択としたいと思いま

す。 

○【望月健一委員】 本陳情は採択の立場から討論させていただきます。 
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 まずもって緊急対応が必要なお子様に対しては、しっかりと、きょう、あすにでも、先ほどの休憩

時間にも早速課長が御相談に行っていましたけども、まずはしっかりと 終本会議を待たずに保護者

を安心させるような対策をしっかりとお願いします。そうした答弁もいただいたと思っております。 

 このケースに関しては、個別具体的に考える部分と、仕組みとして考える部分の２つあると考えま

す。まず、先ほど子ども家庭部の課長がおっしゃった緊急対応が必要なお子さんに対しては、しっか

りと個別具体的な多様な手段を持って早急に対応していただくこと、それを先ほど上村委員もおっし

ゃいましたけれども、私たち福祉保険委員、そして、保護者、議会に対して、口頭もしくは文書で報

告を願いたいと思っております。 

 ２点目の仕組みづくりに関して、特にマネジメントの部分に関して何ができるか。この部分に関し

は、 終本会議までに杉並区などの事例を参考にして、こういったものができそうだ、それをしっか

りと保護者の皆様と御相談していただければと思っております。また、質疑をちょっと落としてしま

ったんですが、保険の部分に関してもしっかりと対応をお願いいたします。 

 今後、この問題に関しては当然予算事も絡みますので、本補正予算等でこの福祉保険委員会の中で

もしっかりと審査がされると思います。私ども福祉保険委員会といたしましても、市当局や教育委員

会に投げっ放しではなく、青木淳子委員長を先頭にしっかりと考え、でき得るような仕組みをつくっ

てまいりたいと考えております。 

 この件に関しましては実を言うと、私自身も採択か、継続審査か、大変迷うところもございました。

議会として、しっかりと見ていきたいという思いを持っております。陳情者におかれましては、今後

も、例えば稗田議員にお伝えいただいたように、何か課題、また対応に不備がございましたら、誰で

もいいと思うんですね。市議会のどなたかに要望をお伝えいただきたいと思います。そうすれば、こ

ちらとしても早急に対応ができますので、その点はよろしくお願いを申し上げます。 

 今後も福祉保険委員会といたしまして、また、議会といたしましても、この問題をしっかりと注視

していきたいという思いをお伝えしまして、本陳情を採択といたします。 

○【青木淳子委員長】 全員の討論が終わりました。意見、取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本陳情を採択とすること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、本陳情は採択といたしました。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午後０時２分休憩 

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

午後１時４分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(2) 第３９号議案 国立市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案 

○【青木淳子委員長】 第39号議案国立市災害弔慰金の支給等に関する条例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39号議案国立市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

案について補足説明申し上げます。 
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 初めに、本条例案の主な改正内容について御説明させていただきます。 

 福祉保険委員会資料№23国立市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案の概要に

ついてをごらんください。 

 １の提案理由でございますが、地方分権一括法により、「災害弔慰金の支給等に関する法律」が平

成30年６月に改正され、災害援護資金に関する利率が従前は全国一律に３％とされていたところ、

３％以内で条例で定める率と改められ、あわせて同法施行令が改正され、保証人の有無や月賦償還の

導入も自治体の判断に委ねられることとなりました。このことから、災害援護資金の貸付利率その他

の所要の事項について条例を改めるものでございます。 

 それでは、条例の一部改正につきまして福祉保険委員会資料№24国立市災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例案新旧対照表に基づき御説明させていただきます。 

 条例第14条は保証人と利率について定めております。見出しに「保証人及び」を加え、第１項とし

て、「災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる」を加えるもので

ございます。 

 次に、第２項は「保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」の文言を加え、

「３パーセント」を「１パーセント」に改めるものでございます。 

 また、第３項は「第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする」を加えるものでございます。 

 次に、条例第15条は償還方法について定めるものでございます。第15条第１項中の「半年賦償還」

の次に「又は月賦償還」を加え、同条第３項中、「、保証人」を削り、「第12条」を「第11条」に改

めるものでございます。 

 次に、付則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございますが、改正後の第14

条の規定は平成31年４月１日から適用するものでございます。 

 付則第２項でございますが、改正後の第14条の規定は、平成31年４月１日以後に生じた災害により

被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用し、同日前に生じた災害に

より被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについては、なお従前の例によるも

のとするものでございます。 

 以上が国立市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例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。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 具体的に何点か質疑したいと思います。 

 まず、災害救助法が適用されるような災害は具体的にここ数年ですとどんな災害が対象になるんで

しょうか。 

○【関福祉総務課長】 それでは、お答え申し上げます。近年災害救助法が適用された災害でござい

ますが、まず、 近では平成30年の北海道胆振東部地震、それから、平成30年７月豪雨災害、平成30

年大阪北部地震、それから、少し前になりますが、平成29年度の豪雪被害などがございます。以上で

ございます。 

○【重松朋宏委員】 はい、わかりました。意外と結構あるという感覚を受けたんですけれども、こ

の援護資金の貸し付けはそれらの災害で国立市民の世帯主が負傷した場合、それから、あと、住居が

半壊被害に遭った場合に貸し付けがされるということなんです。例えば、国立市民が世帯主で市外で
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災害救助法が適用されるような災害に遭って負傷した場合、適用されるんでしょうか。例えば、東日

本大震災では国立市内は被害は非常に小さかったんですけれども、都心で亡くなられた方もいますし、

恐らくこれからのあり得る災害でも、地震などの大きな災害で国立市は災害救助法が適用されないけ

れども、被害があって住宅が半壊したとか、そういうこともあろうかと思うんですけれども、そうい

うケースについても適用されるんでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 法令、条例の趣旨としましては、災害救助法が適用された市町村が１つ以上

ある災害による、その災害により負傷された、または住居の半壊以上の被害を受けたというのが対象

となるという形になっておりますので、少なくとも国立市もその災害を受け、その世帯主の方が同じ

災害で近隣等で負傷されたという形が対象になってくるかと思われます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 条件として、国立市も災害救助法が適用されているということが条件としてあ

るということでよろしいですか。 

○【関福祉総務課長】 まず、国立市の条例でございますので、国立市の災害救助法が適用されてい

る災害をこうむっているというところが１つあるかと思います。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 災害をこうむっているというのと、災害救助法が国立市に適用された上で災害

をこうむっているかというのはまた違うと思うんですけれども、その点だけはっきりさせたい。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。失礼いたしました。災害救助法が適用されている災害の

被害を受けているというところが条件になってくるかと思われます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。なかなか使いづらいところがあるのかというのが見えてきまし

た。それについては条例の中で国立市独自に、国立市は適用されていないけれども、市外で被災した

人なんかを救うということは条例で何とかするということは難しいということでよろしいですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。現行の条例の中では難しいかと思われますが、そういっ

た災害、多数の世帯主の方がそういった被害を受けるような災害がもし仮に発生した場合には個別に

検討する余地はあるかと思います。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。あと、もう一点です。資料の右側の対象者についてです。所得

金額が１人ですと220万円とか、２人ですと430万円というような、ありますけれども、これは大体年

収に換算するとどれぐらいになるのかわかりますか。たしか市町村民税の所得が１人で220万円とい

ったら、年収ですと400万円ぐらいになったかという気がするんですけれども。 

○【関福祉総務課長】 お答えします。申しわけございません。所得換算ということなので、委員の

おっしゃる年収に近い数字になろうかと思われますが、所得の段階では今このような形で示させてい

ただいております。申しわけございません。 

○【青木淳子委員長】 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。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 本条例改正については賛成いたします。災害があったときに災害から生活再建

していくために貸し付けを受けることができる、その利率がかなり低利率、もしくは無利子に適用さ

れているというものですので、賛成いたします。 

 ただ、質疑の中でも明らかになりましたように、国立市自身が災害救助法が適用されないと恐らく

実際に被災してもこの貸し付けを受けられない法体系になっているということですので、それは国立

市だけじゃなく全国の問題、課題でもあろうかと思いますので、法律もしくは政省令かもしれないで
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すけれども、改正も視野に入れて要望していただければというふうに思います。 

 また、所得換算で、所得を、収入換算で見ていきますと、かなり中堅所得層までがカバーされてお

ります。恐らくみんなに、かなり市民の多くの人にとって自分事の問題だと思いますので、その点に

ついてもこれは評価いたしまして、本条例改正には賛成いたします。 

○【青木淳子委員長】 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(3) 第４０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費） 

○【青木淳子委員長】 第40号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第２号）案のうち福祉保険

委員会が所管する歳入、民生費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、令和元年度国立市一般会計補正予算（第２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、歳入について御説明いたします。10ページ、11ページをお開きください。 

 款15都支出金、項２都補助金は、幼児教育・保育の無償化に係る事務費に充当する補助金として子

ども・子育て支援事業費補助金を追加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。14ページ、15ページをお開きください。 

 款３民生費、項２児童福祉費につきましては、幼児教育・保育の無償化に係る事務費として嘱託員

報酬、システム変更委託料、パソコン購入費等を追加増額するものでございます。また、令和元年９

月に設立予定の（仮称）社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団に対する補助金を追加するも

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。 

○【青木淳子委員長】 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。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 15ページの保育事業推進事業費、運営補助金のところでお伺いしたいんですけ

れども、この運営補助金に関して、例えば、何に使うであるとか、そういったことがわかるのであれ

ば、伺いたいです。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 まず、この補正予算につきましては、これは今９月の設立準備

を目指しております、国立市が設立する社会福祉法人、これに関する補正予算でございます。 

 内訳につきましては、主なところをお話しさせていただきますと、１つは理事会、評議員会、これ

は具体的に法人設立しますと、この会の運営が必要になりますので、そういった関係で、これは約

200万円ほど、約になりますが、200万円ほど。それと、あと、事務局人件費です。事務局の体制を整

えますので、これについては約1,600万円ほど。それと、その他、事務局の体制、運営費のその他に
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なりますけれども、例えば、業務支援事業委託、これはこれからいろいろと、法人を設立する、それ

をある程度支援するに当たって、必要になりますので、これを140万円ほど計上しております。それ

と、あと、需用費です。印刷費等を含めまして約60万円ほど。あと、システム関係、これは準備的な

ものから始めますけども、いわゆる職員の経理やその他もろもろのシステムに関しては、これにつき

ましては導入経費含めまして約270万円ほど計上しております。大きなところは以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 はい、ありがとうございます。この理事のところ、人件費、支援金や事務関係

費というところでの内訳なんですけれども、この人件費等というのはその社会福祉法人立ち上げに関

する事務職員等、また、その後、事務職員等またその関係、保育士さんとかの関係、保育園関係はど

うなるんでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 まず、令和元年度、この半年間につきましては、これはまず事

務局を成立させますので、その人件費でございます。これはいわゆる事務局長クラスの人と、あと、

それの実際事務を担当する主査及び事務担当、この３名体制を今予定しています。これは派遣等とい

うことも今計画しております。 

 それと、実際の保育園の運営につきましては、これは令和３年度からのスタートになりますので、

そこに関してはまだ先ということになります。 

 ということで、今年度と来年度は準備に向けての今スタートという中での補正予算ということにな

ります。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 15ページの今の同じところなんですけれども、業務委託でもって130万円ぐ

らいという、今柏木委員の質疑の中での御答弁あったと思うんです。この業務委託というのはどうい

うことをやっていただくお金でしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 これは今実際にこの業務支援委託については入ってございます。

これは引き続き、今度は事業は法人が成立しますと、まず、理事会、評議員会の運営に係る支援、そ

れと、あと、法人業務、これはまだスタートはそれほど規模感の大きいものはございませんけれども、

当然法人会計として予算、決算等、これから組みます。例えば、来年度は工事関係が来ますし、もろ

もろの財産処理もございますので、そういったことをいろいろと、法人の設立した後の運営にかかわ

る支援、これは専門的な、経営的なものも含めて御支援いただくような、そんな内容になってござい

ます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 コンサルタント的な感じですよね。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 申しわけございません。一言で言えば、コンサルタント業務で

ございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 はい、わかりました。これは立ち上げのときだけですか。それとも今後も御

支援いただくという方向でしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 まず、今の段階で見えているところがございますので、これは

事業運営に乗るまでということが１つ区切りだと思います。 

 ただ、その後につきましては、これはどういったことがその法人運営についていろんな課題が出て

くるかと見えない部分があります。その先についてはまだ決定してございませんので、今後状況に応

じて、課題に応じて考えていきたいと思っています。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 私も補正予算書の15ページの保育事業推進事業費について伺います。３人で人

件費が1,600万円ということなんですが、これは９月１日以降の７カ月分ということですよね。年間
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ですと、つまり、来年度、2020年度以降も基本３人体制で事務局職員を運用していくというふうにな

りますと、年間ですとどれぐらいに、3,000万円強になるということでよろしいでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 試算といたしましては、当然事務局長、その事務局主査、いわ

ゆる事務のある程度統括的な者と実際に動かす事務局係という３名という御説明になりますけども、

ただ、これはその後の運営の、例えば、その事務がどのような形の強化が必要なのかによって違うと

思います。また、保育園が実際動き出す令和３年度前の準備がどの程度の事務局体制が必要になって

いくか、まだ精査する必要ありますけども、単純に見ますと、今職員の派遣ということを想定いたし

ますと、約1,600万円ほどの１年分という計算で3,000万円ぐらいということはなろうかと思います。

以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 ３人体制というのが今後、ひょっとするとふえるかもしれないし、減るかもし

れないと見てよろしいんですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 増減ということになりますけれども、今この体制で、まだ保育

園動き出しませんけども、いろんな法人としての運営のことと、保育園のこと、あるいはそれ以外の

取り組みも今後どうしていくかということ、これは法人の中で検討していかなくてはならないので、

その体制によると思います。 

 ただ、今はこの体制で足りているかというと、決して足りているという状況でないということを申

し添えさせていただきます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 申し添えてというのは多分、恐らく真ん前に座っている方に対してということ

だと思いますけれども、そうなりますと、公立保育園を社会福祉法人であれ民間に民営化すると１園

当たり4,000万円ぐらいたしか国からの補助が受けられるということなんです。そのうちこれだと

3,000万円ぐらいは人件費に消えていくじゃないかというふうに見られてしまうかもしれないんです。

その分逆に市の職員がそちらに移るということで、市の職員の人件費は下げるということでよろしい

んですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 済みません、切り取った発言をしてしまったんですが、いわゆ

る全体を見れば、これは今回保育園が事業団に委託されれば、その辺の国等の補助が受けられますの

で、その辺人件費は当然その中である意味落ちるというか、削減されてきます。それと、その業務で

言えば、今の業務が移行する分について、これは当然その分のふえない形を考えています。 

 ただし、法人本部というか、法人本部の運営をどのように運営するかによってその辺の、今委員さ

んおっしゃるような増分というのはどう考えるかというのがありますけども、ここは極力抑える形で

は考えないと、これは効果というか、経費的な効果というのは見込めなくなりますので、それを含め

た中での効果というのを今後検証しながら進めていきたいと思っております。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 国からの補助は、事業団が設立されたときではなくて実際に保育園が移管され

た以降の話ですよね。それまでの間、これだと人件費だけで純粋にどんどんふえていくじゃないかと

いうふうにも見えてしまうんです。その３人は事業団に移管、移行するということで、その分新たに

国立市が３人、市の職員をふやしてというわけではないですよね。つまり、国立市の人件費を３人分

減らしてその分事業団に委託費という形で充てるという、行って来いの関係にあるということでよろ

しいですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 そのとおりでございます。 

○【上村和子委員】 私も15ページの（仮称）社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団運営補
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助金2,338万2,000円について、今重松委員の質疑で、柏木委員から続く質疑の中で、事務局の人件費

に関してはこの３人分というのは行政の職員が、恐らく馬橋部長ですかね──事務局長はそこが行き、

あと、主査も係員も行政から派遣された人で賄うということで、３人ともそうだということで確認し

ました。まず、私の確認でいいんですよね。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 そのとおりでございます。 

○【上村和子委員】 それはすごくいいことだと思います。そうやって責任をもって事業団にした

大の魅力は行政が関与し続けると、責任をもって、これはすごく安心しました。貴重なお金だと思い

ます。 

 それで、残り200万円が理事会とその評議員会を開くお金だということなんですけど、その内訳と

いうのはわかりますか。理事探されている間、理事が９人いると、法定では６人以上だけど、９人入

れたと、監事が２名、評議員が10名、評議員選任・解任委員会が５名というような役員名簿はもうき

ょうの資料でいただいているんですけれども、これらのものをそれぞれ何回、１回につき、１人につ

き幾らという感じなんですか。そういうことではなくって違う意味のお金なんですか。謝礼という意

味、違う意味のお金なんですか。質が、中身がわからないので。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 これは実際に事業団を設立して、その中の規約等に盛り込む形

になりますが、今設計しておりますのが、理事長というのは、これは月の中でしっかり審議していた

だきますので、かなりの日数通っていただきます。これは定額ということで、今約10万円ほどで７カ

月分を見込んでいます。それ以外は、これは……（「１カ月10万円でいいのね」と呼ぶ者あり）済み

ません、はい……（「１カ月10万」「１カ月10万で７カ月だから、70万を」と呼ぶ者あり）70万円で

す。失礼しました。はい、70万円です。それ以外につきましては、理事、監事、これは２万5,000円

というところで、それで人数分を日数、回数で４回、理事会、評議員会合わせて４回を見込んでおり

ます。それを合わせた額ということになってございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 済みません、この200万円の内訳は、理事長には定額毎月10万円で７カ月分の

予算だと、残りの人たち、済みませんが、それぞれの人数言っていただけますか。理事会何人で、１

回２万5,000円で、６カ月間で４回とか、そういう言い方で整理したいので、言っていただけますか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 予算上のことで、これから定員に関してはまだ調整ということ

になりますけれども、今予算上、理事については７人ということなんですが、これは行政職入ってお

りますので、これは６人分で４回分ということになっております。これ60万円になろうかと思います。

それと、あと、監事、これは２名を見込んでおりまして、これも同じく２万5,000円で２人分という

ことで４回分で、これは20万円になってございます。これは理事会の構成です。それと、評議員につ

きましては、今９名見込んで、これは9,100円ということで、これは３回分を見込んでございます。

あと、この評議員を選任するのにまた委員会を設立しますので、これはまた別途予算がございます。

以上でございます。 

○【上村和子委員】 とてもよくわかりました。ありがとうございます。 

 後の質疑ですが、理事長、これは本当にすごく重要な人だというふうに思うんですが、理事長と

いうものは今やっていただいている、今は準備会の座長ですか、準備会の座長と理事長というのはそ

のままつながるものなんですか。それとも全く別個のものとしてどこかの理事会で決定されるものな

んですか。その見通しだけ教えてください。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 いわゆるこの法人というのはその準備会で、準備会のメンバー
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が意思を持って設立するという趣旨なんです。 

 ただ、今回については行政が設置しますので、そういう意味では行政がお願いする分がございまし

た、準備会のメンバーに。ただし、これはしっかりと法人を設立した後に当然そのメンバーは移行し

ていただくということで、いわゆる理事会のトップ、理事長につきましても準備会の段階でそういっ

た趣旨の話をさせていただいて、お願いしているということでございます。ですので、引き続き理事

会発足した後も、今準備会長なんですが、理事長としてやっていただくということで話はお願いして

いるということでございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 私が思っているように、今は準備会ですよね。設立するのが９月ですよね。設

立のときには理事長が決まっているわけですよね、定額10万円と。現段階で言えることは、準備会の

中で理事長まで決めるということはもうわかっているんですけれども、基本的には準備会をまとめて、

準備会座長がそのまま理事長に行くということでお願いしているということで解釈していいですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 そのとおりなんですが、これは正式には理事会のときに評議員

等の議決をもって決定するということで、委員さんおっしゃるとおりでございます。以上でございま

す。 

○【青木淳子委員長】 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。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 今回の第40号議案については、まず反対の立場で討論をさせていただきます。 

 問題と感じている部分は、保育事業推進事業費の、先ほど話させていただいた部分であります。こ

の事業団に対して運営補助金を出すというものとなっておりますが、保育事業などはもともと保育の

質を保ったところで行うものであって、事業団という形ではありますが、これに関しては民営化と同

様のものだと考えております。事業団とした点については十分評価できると考えますけれども、民営

化であるということには変わらないと考え、また、保育の質が確保できるものではないと考えるため、

反対をさせていただきます。 

○【重松朋宏委員】 私は本補正予算案には賛成いたします。 

 私はこの事業団は、公立と同じような保育の質を保ち、むしろ伸ばしていくこと、可能性があるも

のだということで期待して賛成いたします。 

 ただ、それが本当にしっかりとされたものになっていくかというのはこれからきちんとチェックも

し、矢川保育園が事業団運営になった後もきちんと検証をするということが大前提ですけれども、こ

の事業団をしっかりと育てていきたいと考えますので、本補正予算案には賛成いたします。 

○【石井めぐみ委員】 私も本補正予算案には賛成の立場で討論いたします。 

 今重松委員がおっしゃっていたように、事業団というのは保育の質を高めていく役目も担うものだ

と思っています。これを市長が本気で、国立市は子育てに本気で取り組むんだという思いのもとにつ

くってくださる、これは準備をしてくださるということを考えますと、本当に大きく期待をしたいと

思います。これからも見守らせていただくことを私も誓い申し上げて賛成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。 

 共産党さんが民営化に反対するという立場に立って反対されたのは、私は実はわからないでもない

んです。 

 それは、１つは、先日も保護者の方、それから、働いている方の懇談会に私も参加させていただき
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ましたが、依然として強い不安というのは保護者にも、そして、働いている方にもあります。唯一、

私は松葉部長は頑張ったと思います。今部長になられましたけど、松葉部長までは信じておられるん

です。だから、それはすごく課長のとき頑張っておられたんだと思うんですけど、それがもっと上の

人に伝わっているんだろうかという声を聞いたんです。ですから、それは当然伝わっていると私は思

うのだけれども、部長までの信頼はかち取っておられますので、で、もちろん市長とか、もっと強い

思いを持っていることも百もわかっているから、そういうふうに私たちが幾ら言っても、不安は拭い

取られないんです。ですから、ぜひ保護者の方とか、矢川の保護者の方、それから、働いている人た

ちのところに松葉部長と一緒に市長も行ってあげてください。そして、決して事業団というのは財政

改革の視点でも何でもないんだということで、これまでの間で優秀な、優良な社会福祉法人に 初は

委託をしようと考えていたけれども、皆さん方のさまざまな意見を聞いて、行政が手を離さないとい

う形で、国立市の公立保育のよさを生かして、さらに発展させていくために国立市は事業団というや

り方をぎりぎり直前になって変えました。それは親の意見や働いている人の意見を十分聞いた上で課

長が率先してつくり上げてきて変わったと私は思っています。ですから、私も公立保育園よりもよく

なければ変える意味はないということでお約束をしていただきました。それは永見市長も率先して

「そうです」と言ってくださいました。だけど、言葉だけでは具体的に、じゃ、それはどうするのか

ということが今から始まるわけです。ですから、ぜひ今後、丸をしますので、９月までの間に新理事

長になってくださるであろう、ぜひなっていただきたい事業団の座長の方とか、市長とか一緒にでき

るだけ現場の保育士と語っていただきたいし、保護者とも語り合っていただきたい。安心をかち取っ

ていただきたいということを強く述べます。 

 さらに、できましたら、福祉保険委員会と、これは委員長も望んでいると思うし、私、全員思って

いますが、ぜひ私たちも一緒に語れるように、事業団の理事会、理事長さん──予定候補者の人でも

いいですけど──と福祉保険委員会の懇談会の場、これもあわせてお願いします。そういうことをお

願いして賛成といたします。 

○【髙柳貴美代委員】 私も賛成の立場で討論させていただきたいと思います。 

 この（仮称）社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団というのは、この名前にあらわされて

いるように非常に未来を見詰めた事業団になってほしいと願っております。全国に先駆けて国立市が

進めているソーシャルインクルージョンのまちづくりのもとでその理念をきっちりと生かしていただ

き、そして、何よりも子供の 善の利益ということをしっかりと追求していただきたいということを

申し上げ、応援させていただきたいと思います。賛成させていただきます。 

○【望月健一委員】 本補正予算案には賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 本当は後の報告事項でやろうと思ったんですが、さまざまな御意見があったので、こちらで述べさ

せていただきます。 

 私は議会においては社会福祉事業団、財団方式の民営化の手法を提案した一人としてはここで討論

する責任があると思います。民営化に反対する方、そして、賛成する方それぞれ私は理があると思っ

たんです。例えば、賛成する方にとって新たな補助金を得て、子育ての新たな資金を得て施策を拡大

していくこと、また、民営化に反対する立場の方にとっては、これまでのベテランの保育士さんの質

の高い保育はどうなるのか、また、しょうがい児保育はどうなるのかということを恐らくは心配され

たと思います。 

 ここで考えるべきは、子供にとっての 善の利益は何かということだと思うんです。それぞれの立
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場で皆様は別に子供の 善の利益を図るためにはこうしたらいいということで賛成、反対されたと思

います。その着地点、どうしたら、その合意点を見出せるかということで財団方式、社会福祉事業団

方式の提案を議会ではさせていただきました。保護者の皆様が も御心配されていた点は、保育士の

入れかわりによって保育環境が激変することがないかということでした。その点に関しては社会福祉

事業団方式をとることによってその影響を 小限に抑えることができるという説明を受けております

し、そのように運営していただくと私は今後も信じておりますので、その点はしっかりと注視をして

いきたいと思っております。 

 また、新たに得られる補助金の中でしっかりと子育て支援、特に民営化する園に関しての保育環境

に関してはしっかりと改善される、お金の面からも改善されること、また、恐らく名前出していいと

思いますけど、事業団の理事長となられる方のアドバイスを得ながら、恐らくは日本一の保育環境、

または幼児教育の実践ができるであろうということ、そういったことをしっかりと保護者の方に今ま

で、これまでも松葉部長、そして、馬橋部長を先頭に御説明を重ねてきたと思うんですね。大変丁寧

にやってきていただいたと思っております。 

 我々も福祉保険委員会といたしましても、賛成、そして、反対の立場、いずれからもしっかりと子

供の 善の利益を図るためにはどうしたらいいのか、例えば、保育士の入れかわり、しょうがい児の

保育、しっかりと民営化後も行われているのかということは我々としても福祉保険委員会としても注

視していく、また、ぜひとも、上村委員もおっしゃっていましたけども、事業団の理事長の方と懇談

の場を持たせていただき、意見交換をさせていただく、こういったことを要望させていただきまして

賛成の討論とさせていただきます。 

○【青木淳子委員長】 全員の討論が終わりました。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。 

 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をし

ていただいて結構です。 

 それでは、報告事項に入ります。 

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

 報告事項(1) 平成３０年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(1)平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応に

ついてに入ります。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 それでは、報告事項(1)平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対す

る市の対応について、お手元の福祉保険委員会資料№33に基づき御報告をさせていただきます。 

 本件につきましては、従前は国立市事務事業評価委員会から提出されました報告書につきまして委

員会で御報告をしていたところでございますが、今回よりその報告書に対する市の対応について御報

告させていただく形としております。 

 事務事業評価委員会より提出のありました報告書本体につきましては、改選前から議員でおられた

皆様には平成31年２月12日付で、改選後に議員になられた皆様にはさきの６月４日付でお配りをして
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いるところでございます。 

 それでは、資料に基づき、福祉保険委員会分野の概要を御説明申し上げます。 

 ３ページをお開きください。健康増進課が所管いたします、各種がん検診事業でございます。 

 委員からの主な御意見でございますが、特定健康診査との同時受診の実施、申し込み方法の多様化

等により大腸がん検診の受診率が大きく向上したことは評価する、自営業者や主婦等受診のきっかけ

が比較的少ない市民への周知を強化すべき、大腸がん以外の検診についても特定健康診査との同時受

診を実現されたいなどといったことが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、がん検診の啓発を推進し、受診しやすい環境整備を行っていく、国立

市健康診査と同時受診可能な検診種別の拡大、がん検診受け入れ医療機関の拡大のため、近隣市医療

機関との連携を図る、受診券交付時のがん検診案内の同封や検診申し込みの随時受け付けについては

これまでもうまくいかなかった等課題があることから、行わないなどとしております。 

 次に、13ページをお開きください。児童青少年課が所管しております。児童館小学生体験交流事業

でございます。 

 委員からの主な御意見でございますが、国の児童館ガイドライン改正を機に15年以上改正されてい

ない国立市児童館条例も改正すべきである、中高生の参加が少ないことは児童館という名称が原因の

可能性もあるため、愛称をつけることなどを検討されたい、（仮称）矢川プラスの整備に合わせ児童

館の持つ役割が果たせるよう、学校との意見交換、地域住民への施設の開放、業務委託等を検討され

たいなどといったことが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、矢川複合公共施設、矢川プラス内に矢川児童館が設置される時期に向

けて児童館事業の精査・検証を行いたい。国立市児童館条例についても改正について検討したい、中

高生向け事業の見直し、事業内容、児童館の名称、開館時間等になりますが、そういったものを行っ

ていくなどとしております。 

 次に、27ページをお開きください。子育て支援課が所管しております、子ども発達相談事業、子ど

も家庭支援センター運営事業、通所事業（発達支援室）でございます。こちらは相互に関連する事業

であることから、３事業一括の評価となっております。 

 委員会の主な意見でございますが、平成29年７月の組織改正により、「子ども保健・発達支援係」

が設置されたことで、母子保健事業と発達支援事業の連携が図られたことは高く評価できる、各事業

の受付について、共働き家庭にも配慮した曜日や時間設定を検討すべきである、子ども発達相談事業、

子ども家庭支援センター運営事業については教育委員会とのさらなる連携が必要であろうなどといっ

たことが挙げられております。 

 市の対応といたしましては、民間事業者及びＮＰＯとの連携を強化していく、また、教育委員会及

び学校との連携も強化していく、事業の時間帯や曜日の拡大については、民間事業者の活用も含めよ

り多くの方に利用していただけるよう、検討していくなどとしております。 

 以上が福祉保険委員会分野の概要でございます。 

 令和元年度の委員会運営につきましては、委員からの御指摘を真摯に受けとめ、運営の改善を図る

とともに、引き続き内部評価の精度向上にも取り組んでまいります。御報告は以上でございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。望月委員。 

○【望月健一委員】 では、端的に何点か質疑をさせていただきます。 
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 まず、６ページのがんの部分、各種がん検診の事業に関してなんですけれども、隣接市の検診機関

の利用やマンモグラフィー検診車の使用等の将来的な課題として検討をお願いしたいという委員から

の意見に対して、市側の回答として、特に検診カーの部分、既に検診カーで実施しておりますが、利

用状況等により実施回数を検討していきますという、乳がん検診、肺がん検診、胃がん検診について、

とありますが、こうしたもの実施回数をふやしていただけないか。また、場所も市役所、恐らく電源

の問題もあると思うんですけども、保健センターのみならず、例えば、６月の議会で一般質問させて

いただきましたが、例えば、乳がん検診、保護者からの申し込みが多いのであれば、学校、または何

かの行事の際とかにできないのか、その点お伺いいたします。 

○【橋本健康づくり担当課長】 お答えいたします。まず、特に検診カーの実施回数をふやすという

方向性なんですけれども、こちらはそのような方向で担当部局としては考えております。実施期間と

の調整とか、他市との状況とも関係してきますので、意向としてはぜひ受診率を上げるためにはふや

していきたいという思いではいるということをこの場ではお伝えしたいと思います。 

 そして、場所の関係なんですが、実は数年前まで北の都営の敷地でありますとか、南区公会堂の近

くで行ったりとかしたことがございます。どうしても自家発電をそういう場合は、保健センター以外

のところでは自家発電を回して行わなければいけないというような状況になりまして、音がかなり出

てしまうということで住民の方々からいろいろ御意見があったりもいたしました。今現在としては保

健センターの場所で隔月の土曜日に行うということでやってございますが、今御提案のありました学

校とか、そういうところではまだお問い合わせをしたことがございませんので、そこだけに限らず、

いろんな場面でできないかというのは検討していきたいと思っております。 

○【望月健一委員】 御答弁ありがとうございます。ぜひとも、一例として学校という例を挙げさせ

ていただきましたが、さまざま国立市も公共施設ございますので、そういった施設を利用しながらぜ

ひとも御検討をお願いするところであります。需要はあると思いますので、よろしくお願いします。 

 では、次の質疑ですけども、13ページ、児童館小学生体験交流事業に関連して質疑いたします。国

立市児童館条例を改正すべきと考えるという委員からの報告書からの御意見でございますが、それに

関して市当局は、児童館条例改正に関しては、児童館のあるべき姿を整理し、実施する方向で検討し

てまいりたいとあります。改正していくんだろうなと思いますが、市が考える児童館のあるべき姿と

はどのようなものでしょうか。 

○【清水施策推進担当課長】 お答えさせていただきます。児童館はゼロから18歳までの子供たちが

家庭や学校以外のサードプレイスとして、本人たちが一番学校だとか、家庭だとかでいろいろもやも

やしたものを抱えたりとか、いろいろそういうものがあるとは思うんですが、そこでリラックスでき

たり、何かをやることを強要されることなく、自分がやりたいこと、例えば、何もやらないという選

択肢も含めていられる場所というふうに考えてございます。そういったことに基づいて児童館の運営

をとういうふうに考えているところでございます。 

○【望月健一委員】 まさに課長がおっしゃった、いられる場所、余り居場所という言い方、 近陳

腐化してきておりますので、どうかと思いますが、いられる場所、まさにそのとおりだと思います。

そのためには、ここでも書かれてありますが、例えば、中高生の事業、委員の意見でもございます、

16ページです、平均二、三名であると、ニーズの有無と児童館のサービス内容がわからないとありま

す。いられる場所と考えているのであれば、しっかりと中高生がいられる時間に開館をし、活動すべ

きと思いますが、いかがですか。 
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○【清水施策推進担当課長】 おっしゃるとおりかと思います。中高生たちと話をしますと、極端な

話をすれば、11時ぐらいまであけてほしいみたいな意見が出ます。それは極端とは言っても、９時で

あるとか、10時であるとか、学校が終わって、塾に通って、その後真っすぐ家に帰りたくないみたい

なこともあるかと思いますが、そうなるとどうしても遅い時間を希望する部分があります。そういっ

たことを考えたときに、ただ、今の現状の中でも児童館は６時までというところではございますが、

西児童館につきましては遊戯室という体育館のような施設があることから７時まで開館延長する形で

実施をしておりますが、それもまた中高生にとってみれば７時は全然早いよねみたいな、そういう意

見もあるので、そういったことも含めて今後矢川児童館が矢川複合公共施設の中に入るときにしっか

りとそういった中高生のニーズも捉えながら考えていきたいというふうに考えておりまして、このよ

うな回答をさせていただいております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。なかなか難しい課題はあるかとは思うんですけれども、

ただ、部活動が終わる時間、６時半とか、そんな時間になってしまうと思うんです。それで７時まで

というのはなかなか厳しいかという状況がありますので、例えば、館を限定してでも児童館のどこど

こは９時まで行うとか、そういった職員体制の工夫でぜひとも行っていただきたいと思います。 

 あとは、意見ですけども、都立国立高校や第五商業高校のボランティア部を活用していただきなが

ら、御活躍いただきながら、小学生や中学生と交流事業ですか、学習なんかも教えていただきたいと

いうことを申し添えます。以上です。 

○【上村和子委員】 この事務事業評価、私は何か結構実はおもしろいというふうに思っています。

１回、一度は委員さんたちの意見をまとめてということを考えられたこともおありだったみたいです

が、委員さんたちそれぞれのお考えがあって、違う視点を持っているということで、まとめることな

く、それぞれの委員の問題の指摘を出し、それに対して行政が回答していくというやり方で、内容で

も何かおもしろい視点があるというふうには思っております。 

 そういう中で、児童館の位置づけに関して、まさしく望月委員が言われたとおり、今後児童館をど

うしていきたいのかというビジョンが求められているわけですけれども、児童館という名称がゼロ歳

から18歳まで対象にしたときに児童という言葉にそぐわない面があるから、考えたほうがいいんじゃ

ないかという指摘は本当にそうだというふうに思うわけです。そういったことをトータルとしてどこ

まで民間がやって、どこまで公がやるべきなのかという仕分けも全て矢川複合公共施設内の矢川児童

館が設置されるそこをめどに整理をしたいという答え方になっています。ということは、ここまでに

やるということは、どこが、方向性では矢川の児童館に関してはこの事業団のほうがやっていくとい

うことを視野に入れているということなんでしょうか。そのことを確認したくて。 

○【清水施策推進担当課長】 今矢川複合公共施設の児童館は事業団がということを考えているのか

というお話ではありましたが、その事業団を限定しているものでもございませんし、民間委託だとか

いうことに限定しているものでもございません。矢川複合公共施設が当初スタートする段階、公営で

やるということも選択肢としてはあるかと思います。 

 ただ、これまでの３館の児童館は学童保育所が併設をされておりまして、どうしても小学生が施設

の中に多いということもあって、事業の運営が小学生をどうしても視野に入れた形での実施が多かっ

たというふうに考えております。そうした中で今回矢川の施設は児童館と学童保育所が離れる形にな

りますので、そうするとより中高生だとか、そういったところまで視野に広げた形で実施ができると

いうふうに考えております。以上でございます。 
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○【上村和子委員】 待ってください。私の、それは市として語っているんだけれども、そこまでに

結論を出すということは具体的に何を結論を出すということをおっしゃっているんですか。わかるよ

うに説明していただきたい。 

○【清水施策推進担当課長】 児童館３館がどのように市の中で子供の居場所として位置づけられる

かというのを、それぞれが同じ活動をするということではなくて、それぞれの特徴を持って地域特性

なども含めて実施をするということを考えてございます。そうした中で、どのような運営の形がいい

のかということも含めてそこまでに考えていきたいというふうに考えているところでございます。以

上でございます。 

○【上村和子委員】 済みません、誰が考えて、どういう組織で考えるんですか。 

○【清水施策推進担当課長】 現状児童館の所管は児童青少年課、子ども家庭部ですので、子ども家

庭部の中でまず原案をというふうに考えてございます。 

○【上村和子委員】 これは実は民営化されるとすごい大きな問題なんですね。ですから、これは当

然担当局だけで決められては困りますので、議会に対してはその案の段階でちゃんと報告していただ

かなきゃ困るんですけれども、それはもちろん可能ですよね。可能というか、しなきゃいけないです

よね。 

○【松葉子ども家庭部長】 これまでも福祉保険委員会の中で、事業団の設立の話の中でまずは保育

園をやっていきます、あわせて、例えば、子ども家庭支援センターがやっているひろば事業ですとか、

新しく一時預かりを、または矢川複合施設に入る児童館等についても今後は指定管理者なんかもよく

よくは検討することが必要だというのは御説明をさせていただいています。当然今後、今清水課長か

らもお話がありましたように、３館のあり方等については、それぞれの役割は当然違うと思います。

なので、それについてはしっかりと、今、子ども総合計画の重点事項の中でもこれは検討項目に入っ

ておりますが、それを経た上でしっかり今後の対応というのは考えていきたいと思っています。（発

言する者あり）はい。こちらの検討事項は当然進めば、また議会の中でも御説明等もさせていただき

たいというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 できるだけ事務事業評価委員会にはこういう答えをされて、こういうことを議

会として文章立ってちゃんと聞いたことあったかと私が思ったものですから、できるだけ……（「い

つまで」と呼ぶ者あり）いつまで、いつまで。それはゆっくり、じっくりやってください。公立で進

めていくというのは基本的にセーフティネットがきいておりますので。 

 あと、もう１つ、国立市の行政の内部は全て800施策ソーシャルインクルージョンの理念で行政評

価もちゃんと視点が入りましたが、事務事業評価委員会にもソーシャルインクルージョンの視点から

評価をしていただきたいというようなことはお話はいって、理解も今現段階では得られているという

ふうに思っていいんでしょうか。そこだけ確認をしたいんですけど。 

○【黒澤政策経営課長】 まず、事務事業評価の基礎となっておりますのが担当課の事務事業評価に

なるんですけれども、実は今年度からシートの中にソーシャルインクルージョンの理念に基づいた事

業実施をしているかといった項目を設けております。ですから、実際に全庁で評価をするのは、昨年

ですから、平成30年度の事務事業評価のそういった視点をシートに盛り込んでおりますので、今年度

やります事務事業評価委員会からはそこも対象になってくるといったことでございます。御説明もこ

ちらでいたします。以上です。 

○【上村和子委員】 事務事業評価委員の委員さんたちってすごく勉強熱心で、私も傍聴行きました
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けれども、単純な視点、財政改革の視点だけじゃない、結構中身に突っ込んで皆さんそれぞれ意見さ

れておられます。ソーシャルインクルージョンの視点でというふうにおっしゃると、行政が言うと、

その視点でしっかり見ていただけるのではないかというふうに期待しておりますので、共通の視点を

持っておくというところでぜひ、ソーシャルインクルージョンとは何かとわかりづらいところもあり

ますので、できましたら、そういうことで国立市が思うソーシャルインクルージョンとはこういうこ

となんだというお話なども市長を筆頭でやられるといいんじゃないかというふうに思います。 

 後、１点だけ、気になりましたのが、子ども家庭支援センターの子ども発達相談事業の中で、外

部のスーパーバイズを受けることによって事業の整理を進めていると書かれているんですけれども、

小さいうちからの発達に不安がある、そういったものに関する課題解決に向けて外部のスーパーバイ

ズという、済みません、この外部のスーパーバイズって具体的に何なんでしょうか。外部もいろいろ

ありますので。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの外部のスーパーバイズにつきましては、東京都にあります発達

障害のセンター、そちらのスーパーバイズを既に受けているといったところでございます。 

○【上村和子委員】 済みません、東京都の発達、都が持っているところなんですか。人なんですか、

それとも外部の、この外部のスーパーバイズを受けるということは、東京都の発達相談室かわかりま

せんけど、に来てもらっているんですか。それともかかわってもらっているんですか。ここはもう少

し具体的に説明をしてください。 

○【山本子育て支援課長】 大変失礼しました。東京都にございます発達障害支援センターというも

のでございます。そちらの担当者の方に今の国立市における児童発達支援の事業の形、これを今御相

談させていただいております。 

 なぜ御相談させていただいているかと申しますと、国立市の発達支援室、こちら25年度から進めて

おりますが、当時は市内に民間の児童発達支援事業者は１カ所もございませんでした。現在ですが、

今４カ所民間の児童発達支援事業所ございます。さらに、来年度、令和２年度には北のほうに児童発

達支援センターが整備されるということで、市内における児童発達支援の環境がかなり変わってまい

りますので、その中で市の直営の児童発達支援事業としてどういったことを今後していくべきかとい

ったところについてまずは今スーパーバイズを受けているといったところになります。 

○【上村和子委員】 意見だけ言っておきます。民間の発達障害に対する支援のあり方というのは、

済みません、私は東京都がどのようなスタンスであるかということはわからないのですけれども、私

自身は国立市としてどうしていくかというビジョンを持ったほうがいいと思いますし、国立市は障害

支援に関してかなり進んでいると思います。教育に関して国立市の視点で、フルインクルーシブとい

うかじを切ったところの視点で発達障害に関してどのような形でどのようなビジョンをもってどのよ

うなセンターをつくるかということは国立市独自でもつくっていただきたい。そのためのスーパーバ

イズとして東京都だけでいいかということに関してはもう少し検討が要るかということを意見として

言っておきます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 27ページのところ、②のところなんですけど、子ども家庭支援センター運営

事業のところで相談の時間のことなんですけれども、お仕事を持っていらっしゃる方でなかなか相談

する時間が難しいという、平日には行けないという御意見をよく伺います。土曜日に関しては対応し

てくださっているということですけれども、また、平日の夜間の対応も行ってくださっていて、でき

る限りの努力をしてくださっていると思うんですが、相談先がなくて、その下に東京都の児童相談セ
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ンター、ここにも載っているんですけれども、そちらを周知してお電話をかけていただくということ

だと思うんですけれども、ここに国立市の方がお電話して、相談して、こことの連携というのはどう

いうふうになっているのか教えてください。 

○【山本子育て支援課長】 こちら市の考え方の中でお答えさせていただきました、東京都の児童相

談センターヨイコニというものがございますけども、実際にこちらに御相談いただいて、国立市に御

相談につながるというケース、実際にございます。件数のところまで今把握はできておりません。 

○【髙柳貴美代委員】 そうしますと、ここの相談センターの職員の方ときっちりとお話が、連携が

とれていて、これは市にきちっとお伝えして支援していただかなければいけないということはもうそ

れが伝わってくるというふうに考えてよろしいですか。 

○【山本子育て支援課長】 こちら東京都の相談窓口になりますので、都内の各市町村との連携とい

うのを前提で設置されておりますので、そのような形で今、取り組みを進めさせていただいておりま

す。 

○【髙柳貴美代委員】 意見として言わせていただきますが、先ほどの陳情のときもそうでしたけど

も、連携というのが非常にこれからは重要になってくると思います。全ての課を横串を通して、そし

て、連携していくというふうになって、東京都も国とも場合によってはつながっていかなければいけ

ないということもこれからは、児童虐待の面からいろいろなところと連携ということが必要となると

思うんです。非常に業務も多くて、先ほどもくにサポで全てというふうに申し上げましたけれども、

なかなか本当に範囲が広くなって、職員さんにとっては果たして、あの職員さんの人数でくにサポで

全てが対応できるのかというのは、私も職員さんの健康面ということも考えると非常に心配なところ

もございます。世の中が変わってきておりますし、市としてやるべきことが大変業務がふえておりま

すので、その辺のところをしっかりと計画を立てていただいて、また、市民の方にとりましては、平

日の夜とか、土曜日とか、そういうことをやっていただくのも本当にうれしいんですけれども、果た

してそれが大丈夫なのかと心配もありますので、その辺ところの職員の方のケアということもぜひと

も考慮していただいて行っていただきたいと思います。そういう意味では東京都の相談センターとし

っかりとつながるということは非常に重要だと思いますので、よろしくお願いします。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、１点だけ。意見だけ述べさせていただきます。13ページからの

児童館の事業についてです。これは事務事業評価ということで、皆様からいただいたご意見に関して、

つまり、事業が決まっている状態でそれに出た意見に関してお答えをするので、こういうことになっ

ちゃうのかもしれないんですけれども、中高生の居場所として定着させるという話が出ているんです

けど、果たしてそもそも児童館が中高生の居場所として定着できるんだろうかととても疑問に思うん

です。多分名前を変えたところとか、愛称をつけたから、中高生がわくわくして行きたくなるような

場所ではそもそもなくて、私はこれはちゃんと市として中高生の居場所をどうするのかというのを考

えていくべきだというふうに思っています。だから、今回居場所の１つとしてその児童館を中高生で

も行きやすいようにするということには賛成なんですけれども、これでよしというふうに思わないで、

居場所事業は居場所事業としてしっかりと考えていただきたいということだけ述べさせていただきま

す。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)平成30年度事務事業評価委員会結果報告書に対する市の対応についてを終
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わります。 

 ここで休憩に入ります。 

午後２時１４分休憩 

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

午後２時３０分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(2) 生活保護業務に係る事務処理について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(2)生活保護業務に係る事務処理についてに入ります。 

 当局から報告を願います。生活福祉担当課長。 

○【北村生活福祉担当課長】 それでは、報告事項(2)生活保護業務に係る事務処理についてにつき

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№47に基づきまして御報告申し上げます。 

 本件につきましては、2018、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。この間、継続的に処理をしてまいりましたが、その進捗状況、原因と再発防止策等の考察、今

後のスケジュールについて御報告させていただくものでございます。 

 初めに、１ページ目、処理の進捗状況でございます。この間の業務によりまして、令和元（2019）

年６月10日時点、世帯数（延べ世帯数）ベースで全体の約97％について必要な事務処理や市民対応が

完了しているところでございます。 

 詳細につきましては表のとおりでございます。下の表をごらんください。 

 支給漏れの事案でございます。現時点で、世帯数で42世帯、金額にして169万5,437円で、全て処理

が完了しているところでございます。内訳は、支給する世帯が36世帯、138万7,539円、支給不能世帯

が６世帯、30万7,898円でございます。支給不能は既にお亡くなりになられている等の事由で支給に

至らなかったものでございます。 

 過支給の事案でございます。現時点で、世帯数で132世帯、金額にして4,627万6,619円、そのうち

処理が完了した事案は126世帯、4,383万81円となります。世帯の内訳は、返還をお願いする世帯が

109世帯、時効、相続放棄等で変換不能世帯が17世帯です。金額の内訳は、返還額、返還をお願いし

ている額が3,171万2,542円で、そのうち既に返還いただいている額が482万4,716円です。返還免除額、

生活保護法の制度に基づいて返還を免除した額が711万2,804円、時効、相続放棄等により変換不能と

なりました額が500万4,735円でございます。現時点で処理を行っている世帯が６世帯、244万6,538円

でございます。企業への再調査の結果待ち等の理由によるものでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページと３ページは、本件に関する原因と再発防止策等に関

する考察でございます。 

 ３月の国立市議会福祉保険委員会で口頭で御説明いたしました、本件に関する原因と再発防止策等

に関する考察を、①事務処理方法、②事務の進行管理、③適正能力の育成、④業務の執行体制、⑤職

員意識、⑥組織マネジメント、⑦リスクマネジメント、⑧生活保護制度が有する制度的要因、⑨生活

保護制度が有する構造的要因の９つの項目にまとめているところでございます。各項目の内容につき

ましてはそれぞれの記述を御確認ください。 

 次の４ページの上段にございますとおり、これらの内容と本件の調査の概要、対応等をまとめた文

書を作成し、それをもとに、３月の国立市議会で成立いたしました国立市生活保護業務適正化に関す
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る調査検証委員会条例により設けられます第三者委員会で検証・議論を行ってもらった上で 終報告

書をまとめていきたいと考えているところでございます。 

 後に、スケジュール（予定）でございます。第三者委員会の諮問を７月ごろに行い、７月から11

月ごろに４から５回開催する予定でございます。第三者委員会からの答申を12月ごろに受け、 終報

告書を作成した後、令和２（2020）年第１回定例会福祉保険委員会で御報告申し上げたいと考えてい

るところでございます。 

 以上、生活保護業務に係る事務処理につきまして御報告させていただきました。市民の皆様、議員

の皆様をはじめとする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。引き続きしっかりと事務の適正化業務を行うととともに、国立市

の生活保護行政、福祉事務所がより信頼されるものとなるよう、全力で取り組んでまいりますので、

何とぞよろしくお願い申し上げます。以上です。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。上村委員。 

○【上村和子委員】 これは３月議会でも当時の松田課長がしっかり答えてくれたものをさらに整理

し、第三者委員会に向けての課題整理を行ったということで、私は本当によくここまで頑張って自分

たちで問題を、問題が起きるということはマイナスなんですけど、まず、マイナスをゼロにするとい

う動きを 大やって、担当課長もつくって、そして、さらに分析をし、改善する課題を９項目挙げら

れて、そして、それも自分たちで整理をされたということで、マイナスのものをプラスに持っていこ

うという気構えがものすごく感じました。 

 それで、大変変なことを言うかもしれないけど、起こり得る、ここも８番目の課題として生活保護

の制度そのものでこういう何らかの誤りが生じやすい要素があった、だけど、それは肯定はしないけ

れども、あるんだと、そういう制度なんだと、そういう制度の中で誤りがないようにするためにはど

うしたらいいか、さらにそのことが生活保護を受けている人たちに対しての権力執行で管理がひどく

なったり、指導を厳しくしたりとか、そういう方向ではなくって、むしろ職員側のほうが権力関係と

して優位に立っているということを自覚するという、その９番のほうの、私は９番が出てきたという

のがすごくよりよい支援関係をつくっていくんだというところが出てきたというところが国立市の中

での 大のよさだというふうに思います。 

 簡単に言うと、第三者委員会がいなくても自分たちでここまでできたと。しかも、これをもとに今

実行もしているというようなお話でしたので、それと、単に自己満足だけではなくって、私が関係す

る府中派遣村等も、何度も言いますが、国立市の生活保護の対応は実にいいですと言われております。

現場支援もしている団体からそうやって褒められる自治体って余りないんです。ない中で国立市の頑

張りというのは当事者支援団体から評価されているということもあります。 

 そういう意味で、結果としていいものを出したものをぜひ、これは私は生活保護行政だけではなく

って、全てのケースワークを持っている部署に当てはまっていく、国立市のケースワークのあり方の

ビジョンにつながっていくのではないかというふうに思うんです。そのきっかけとなるすごく大事な

分析が生活保護から生まれたと思うんです。ですから、ぜひここで分析したことを総合的に国立市の

ケースワークに対するビジョン、あり方のビジョンが生まれたと、生まれそうだというふうに拡大し

ていく、発展させていくというようなことはできないんだろうかというふうに思うのですが、このこ

とは市長が一番いいんでしょうか。私はそういうふうに思うんです。生活保護とケースワークを超え

ていくと思うんですけど、いかがですか。もしくは大川部長、どちらか。どちらでもいい。 
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○【永見市長】 まずはここまでたどり着けたということはあります。しかしながら、この間、本当

に行政の信頼関係を失ったということで深く反省をしなければならないと思っているところでござい

ます。 

 その上に立ちまして、この間いろいろ議論をしてきました。その中でケースワークというのは、ケ

ースワーカーと相手の対象者と１対１の関係性、非常に大事なんですけれども、そこだけではない。

それは全体として関係性の中でどういうふうにそれを取り巻いて、みんなで支援する体制をつくって

いくか、そこのポイントは何なのかということが、確かに今おっしゃるように、この中に、別の角度

でありますが、散りばめられていたんだろうと、この反省の中に、思っております。 

 実は生活保護を私自身も、委員の皆さんもよく御案内だと思いますが、非常に困難なケースがたく

さんありまして、私自身も大変苦労したケース、何件も、副市長として何でここまで個別ケースで苦

労するんだということもたくさんありました。それは非常に困難を抱えている人に対するケースワー

クは、逆に抱えているがゆえに、その人にどう寄り添うか、あるいはどのぐらい距離感を持って、保

って、そして、ケースワークをやっていくのかというような、かなり技術的、でも、精神的な問題が

あって、そこがないがしろになりますと、相手が傷ついたり、あるいは行政側がダメージを負ったり

というようなさまざまなケースがあります。 

 ですから、今回の生活保護の問題というのは、１ケースワーカーの、あるいはかかわったケースワ

ーカーの問題ではなくて、組織としてどういうふうにケースワークを取り上げていくのかという、あ

るいは扱っていくかということを全体として検証して、生かせるものは生かしていくという姿勢で取

り組んでまいりたいと思います。 

○【上村和子委員】 ぜひそこに、９番という実はソーシャルインクルージョンの視点なんです。ソ

ーシャルインクルージョンの視点で見事に自分たちの言葉にしているというふうに思います。実際私

もこの間関心があったので、参加させていただきましたが、松葉部長が声をかけて、松葉部長と大川

部長とがコラボしてソーシャルインクルージョンの視点で相談を考えるということをされました。あ

れは実におもしろかったです。その視点はまさしく９番の視点でした。職員というものが本当に目の

前でこんな、厄介だとか、嫌だと思うような人が来たときに実際どう考え、どういう痛みを生じて、

それに対して権力的、一方的な関係にならなくて、ソーシャルインクルージョンの視点でどういう関

係を窓口に来た人と築けばいいんだろうかという、実におもしろい形での職員研修が開かれていまし

た。 

 松葉部長にお聞きしますが、私が本日この生活保護の視点でのこの総括は、今市長にも伺いました

けれども、生活保護だけではなく、ケースワークをする部署全てに有効ではないかということについ

てはいかがお考えでしょうか。 

○【松葉子ども家庭部長】 今委員さんがおっしゃったとおり、５月の連休明けに両部を中心にして

研修させていただきました。ソーシャルインクルージョンといったときに、どうしても我々公平性と

いいますか、を追い求めてしまうというところがあって、公平性を追い求めるがゆえに厳格でなけれ

ばいけないということになってしまいます。そうすると、結局本来合理的配慮をしなきゃいけない方

を逆に排除しているんじゃないかという視点が常にあるんじゃないかというところで研修をさせてい

ただきました。 

 今後、今おっしゃったように、その視点というのを常に持ち続けることが大事であって、条例がで

きたからといって、ただ、それを全ての視点に入れなさいということではなく、各職場でボトムアッ
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プというような形で自分たちでどういうことができるかということを常に考えていくという視点が大

事かというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 ありがとうございます。特に生活保護は、単なる相談だけではなくって、お金

を扱っていくという、プラスしてその部分があるから、どうしても誤りとかが起こりやすい、ケース

ワークとしては一番困難な、専門性も要求されるし、大変な業務だというふうに思います。そこから

こういう分析がなされたということで、 後に、この分析の中にはチームで当たること、そして、間

違いをなくしていくこと、市民との権力関係に陥らないようにしていくということ、御自分たちの職

のところからまとめられているんですけれども、実はとてもそこが書けなかった１つの要素として、

じゃ、そういうケースワーカー自身、支援者を守る仕組み、支援者を守る支援の仕組みというものが

必要ではないかというふうに思います。そうでないと、先ほど市長も言ったように、ケースワーカー

の人たちは非常に困難ケースに直面していきます。で、それを自分の中でクリアにして次のケースに

向かわなきゃいけないと。支援者の人たちが、ケースワーカーがエンパワーメントされる、そういう

仕組みがあわせてあれば、いいケースワーカーが全ての部署で育っていって、国立市はケースワーカ

ーに関して進んでいる自治体になれるわけです。そういう意味の、例えば、１つのケースワークが終

わった後、ブレイクをする、コーヒータイムでも何でもいいです、そういう時間を保障されているか

とか、あと、ケースワーカーの人たちのキャリア、それが、例えば、単年度ごとに変えられていない

かとか、潰れている人はいないかとか、ケースワーカーを守る、エンパワーメントする仕組みこそ実

はここには書けなかったところではないかというふうに思うわけです。 

 では、そこの部分もぜひ真剣に取り組んでいただきたいということを、これもまた市長か、副市長、

どちらでもいいですが、これは担当局は難しいです。ですから、ぜひ全庁的に考えていただきたい。

大川さんでもいいんですけど。これが 後の質疑です。 

○【大川健康福祉部長】 これまでの経過で私ども調査をし、原因、背景を自分たちなりでまとめて、

皆様に御説明するそのプロセスで、職員が大変な事例に出会ったときに職員自身が非常に揺れるし、

揺らぐということ、これをまさに実感しているところでありまして、私の経験からもそうなわけです。

これ自身は、揺れたらだめ、揺らいだらだめというんじゃなくって、揺らぐことができるのも力だと

いうふうに考えています。それを踏まえて、だから、お互いの揺れをきちんと認めた上で、じゃ、次

どうするのかというのを職員同士でも、後輩、先輩、あるいは同僚同士、あるいは上司、部下の間で

もそれを話題にしてその次に行けるような、そのステップを踏んでいくということが非常に重要だと

思っています。その職員間の関係性が組織の力にもなりますので、まずは悩んでいいし、揺らいでい

いんだと、それを力にしていくんだというようなことで進めてまいりたいというふうに考えています。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、１点だけ。基本的な質問で申しわけないんですけれども、１人

のケースワーカーさんに対して80人から100人ぐらいいるというのは知っているんですけども、１人

の人に対して１人の担当者がついているんですか。これだけ 初に教えてください。 

○【北村生活福祉担当課長】 ケースワーカー１人に対して100世帯、おおむねなんですけれども、

100世帯が担当ということになりますので、その100世帯を１人の人が担当しておりまして、ただ、随

時訪問等ありましたときには同行する者もおりますし、ただ、基本的には担当としてはそのような形

になっているということになります。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。そうですよね。これそもそもの人数がひど過ぎると

いうふうに思っているんですけども、私はこの問題が出たときに実録物とか、漫画とかいろんなもの
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を読んでこの実態を見ていたときに、１人に１人の人が担当するというのがそもそもこういうことを

生みやすいんじゃないかと思っていて、チームでやるというのはもちろんいいんですけれども、チー

ムではなくて、私は２人でもって１人の人を、ダブっていてもいいんです、２人でもって１人の人を

担当していく、そのかわり160人になっちゃうかもしれないし、200人になるかもしれないけれども、

２人でちゃんと１人の人をわかっていれば、相談もできるし、それから、そのどちらかがぐあいが悪

くなったときとか、あと、落ち度があったときに必ずもう１人の人が100％わかっていて、いろんな

処理ができるという状態にしておいたほうがいいと思うんですけど、こういう体制というのは組めな

いんでしょうか。 

○【北村生活福祉担当課長】 おっしゃっていただいた形も１つであろうかと思います。この生活保

護行政のこの間の変化等ありまして、ケースワーカーがどのような形でケースの方と向き合っていく

のかというのは今まさに考えているところとなります。今おっしゃっていただいた形も１つのあり方

であろうし、もしくは業務を分けてそのものを専門にやるという形というのも１つ考えられるかと思

います。そのような形も含めて今回第三者委員会もありますので、その中で整理していきたいという

ふうに考えているものです。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。まさに先ほど上村委員おっしゃっていたんですけど、

ケースワークって本当に難しくて、１対１だとうまくいかないことも多くなっちゃうんです。児童相

談所が１対１でもってやったときにいろんな問題が生じるというのも実はこの問題があって、その全

く別の、つまり、与える、奪い取る、その全く別の業務を１人の人が担当してやるということがそも

そもシステムとして難しいと思っていますので、しっかりとそこのところを考えながらぜひやってい

ただきたいと思います。以上です。 

○【重松朋宏委員】 それでは、資料の２番の考察のところ、これが今回の報告の大きな柱、ポイン

トだと思うんですけれども、その中で上村委員から⑨のところの構造的な要因としてのそもそもの絶

対的な被保護者との権力的な関係にきちんと注目しているということはとても大きなポイントだと思

います。 

 それから、もう１つが、私、④のほうの業務の執行体制のところで、標準数はケースワーカー１人

当たり80世帯とされてきたがとある、これは厚生労働省の通知でもというより、法に基づいて通知さ

れていると思うんですけれども、それに対して今国立市は１人当たり100世帯ぐらい受け持っている

と。しかも、この80世帯というのも世帯構成も変化して、恐らく困難ケースがすごくふえているとい

うことだと思うんですけれども、事務量の増加や求められる内容が変化してきていると。ケースワー

カー１人当たりどれぐらいの生活保護受給世帯数が適切であるのか、これは恐らく現場としては１人

当たり80でも抱え切れない、ましてや100世帯も請け負っているというのはかなりきついということ

だというふうに思うんですけれども、そう考えてよろしいんでしょうか。 

○【北村生活福祉担当課長】 この値につきましては定員管理等の兼ね合いもあろうかと思います。

実際にきつい、どのような形で、例えば、今回の国立市の福祉事務所、生活保護行政をどういう形で

捉えて世帯数を考えるのかというのはまずあるのかというふうに考えているところとなります。確か

にお話しいただいたように、変化というものもありますので、そのあたりも含めて実際どのぐらいの

世帯が適切であるのかというのは今後検討になってくるのかというふうに思っております。その上で

全体の市の職員の定数というのもありますので、その辺との兼ね合いというのも出てくるかというふ

うに考えています。以上です。 
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○【重松朋宏委員】 まさに今市の職員の定数との関係もありますというふうにおっしゃったように、

ほかの部署の方とこれまで予算説明、予算だとか、議案説明なんかで話していると、別に国立市100

世帯近くあってもむしろ大丈夫だと、やっていける、むしろ個々の職員の能力向上を図っていくこと

が大事なんだみたいな感じのニュアンスで語られることも結構あったので、それよりは、そもそもケ

ースワーカー１人当たりどれぐらいの生活保護受給世帯数が適切であるのか。私は100世帯も多いと

思います。80世帯でも私は無理です。とてもそんなできないですし、個々のケアワークも求められ、

適切な事務能力も求められるのが80世帯、もっと少なくてもいい、もっと人員配置をしていかないと

いけないかというふうに思うんです。こういうそもそも論の生活保護受給世帯数、それから、どうい

う福祉事務所を目指していくのかという、とてもこれは大事なところだと思うんです。これを組織的

な整理が必要であるということはこれからされていくということでよろしいでしょうか。それはいつ

までに整理をしていくのか、第三者委員会が間もなくスタートしますけども、そこでもこのことにつ

いては議論、検討はされていくのでしょうか。 

○【北村生活福祉担当課長】 こちらの資料が１つのベースという形になろうかと思いますので、こ

れらにつきまして第三者委員会でも議論いただくという形になります。その中で当然こちらについて

も私たちも考えていきますし、第三者委員会の中でも御議論いただくという形になろうかと思います。 

○【重松朋宏委員】 議論するというのは、これの考察の業務の執行体制のこの文章を議論するとい

うことではなく、もう具体的にケースワーカー１人当たりどのぐらいの生活保護受給世帯数が適切で

あるのか、どのような福祉事務所を目指していくのかという、そのことを議論していくということで

よろしいですか。 

○【大川健康福祉部長】 どのような福祉事務所を目指していくのかという点で申し上げると、この

ケースワーカーが担当する数自体の多い少ないという議論ももちろん出てくると思いますが、ここで、

先ほど委員さんもおっしゃったように、抱えてしまうということ、これ自体をどのように回避するの

かと。抱えないということもある意味担当を持ってきちんと自立支援をしていく上での責任でありま

すから、そういうふうに考えますと、ケースワーカーだけに業務を全部投げてしまっていいのかとい

う問題もあります。これは高齢の方が担当だということで言えば、地域包括支援センターがどの程度

その方の生活をマネジメントできるか、あるいはしょうがいの方であれば、しょうがいのお持ちの世

帯をどの程度しょうがいしゃ支援課が対応できるか、お子さんを持つ、あるいはひとり親の世帯が対

象であれば、先ほどのくにサポのような子供の部門がどの程度かかわれるかということと相まって総

体として福祉事務所としてどういうふうにやっていくんだということになるわけですから、そういっ

た観点での議論が非常に重要になるというふうに考えております。 

○【重松朋宏委員】 とても大事な議論だと思います。なので、抽象的な文言で終わらせたくない問

題だと思うんですけれども、これはそういう抽象的なものでこういうものを目指しますとかというも

のではなく、もっと具体的にこうしていきますというものとして 後まとめられ、共有されると見て

よろしいんでしょうか。そして、それはいつごろまでにそういうものがされると。 

○【北村生活福祉担当課長】 今のこうしていきますというのは、こちらとして考え方の整理はいた

します。ただ、それを実際に市として落とし込むに当たりましては、先ほどの大川の話ではないんで

すけれども、さまざまな部署との連携はあろうかと思います、議論はあろうかと思います。 

 スケジュールにつきましては、４ページにお示しさせていただいておりますとおり、ことし、2019

年12月から１月ごろに 終報告書をまとめ、３月議会のほうにそのことを報告させていただくような
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形でスケジュールを考えているところになります。以上です。 

○【重松朋宏委員】 この四、五回の開催で第三者委員会で十分に議論し切れるのかという気は、思

いはあるんですけれども、ぜひ無理に急がないで、形を出すということを急がないで、しっかりと議

論をしていただきたいということと、あと、それを福祉部の担当の中だけではなく、全庁的に共有を

きちんとしておいていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 あと１点だけ。これは本当質疑なんですけれども、⑦番のリスクマネジメント。「生活保護業務は、

事務、ケースワークのどちらも、その内容から多分にリスクと隣り合わせにある」という、この場合

のリスクって具体的にどんなことを指しているんですか、すぐにわからなかったもので。 

○【北村生活福祉担当課長】 こちらにつきましては、この今回の事案についていいますと、事務が

申請行為等常に回ってまいりますので、それがおくれるというリスクは常にあるのかと。ケースワー

クにおきましては、対人という形になりますので、後段書いてありますけれども、その場で何が起き

るかわからないというのは１つ事実としてあるのかと。ケースワークとその事務の難しさと、バラン

スの難しさというのは、ケースワークで何らかの難しいことがあります、当然事務にそれが響いてく

ると、事務のおくれというものが当然ケースワークにも響いてくると、その関係性があるところがリ

スクとしてあるのかというのが個々の事務としてのリスクとしては考えられます。それを組織として、

先ほど委員からありましたけれども、組織としてどう対応していくのか、それもリスクをヘッジして

いくためには必要な行為であるというふうに認識しているところです。以上です。 

○【重松朋宏委員】 はい、結構です。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)生活保護業務に係る事務処理についてを終わります。 

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

 報告事項(3) 国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(3)国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針につ

いてに入ります。 

 当局から報告を願います。健康づくり担当課長。 

○【橋本健康づくり担当課長】 それでは、報告事項(3)国立市の公共施設における受動喫煙防止対

策に関する指針について御説明いたします。福祉保険委員会資料№37をごらんください。 

 まず、資料の３ページをごらんください。この指針の目的ですが、健康増進法、労働安全衛生法、

東京都受動喫煙防止条例に基づき、国立市の公共施設における受動喫煙防止対策を定め、受動喫煙に

よる健康への悪影響を防止し、もって、市民をはじめとする利用者及び公共施設で勤務する職員等の

健康の保持・増進を図り、また、快適で良好な施設環境の形成を促進することを目的といたします。 

 資料のページをお戻りいただきまして、１ページをごらんください。この指針のもとになっており

ます法令から説明させていただきます。ここから便宜上、改正後の健康増進法を改正法と、東京都受

動喫煙防止条例を都条例と省略させていただきます。 

 まず、１、経過といたしまして、受動喫煙防止対策として改正法、都条例とも平成30年７月に公布

され、平成31年１月から令和２年４月の全面施行まで３段階で実施していきます。 

 ２、改正法及び都条例の基本的な考え方は１から４に示してございます。「人」に着目し、施設を

類型化し、対策を講じるといったことがコンセプトになっております。 
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 ３、施設の区分ですが、改正法、都条例とも喫煙目的施設やプライベート空間を入れて本来４区分

ではございますが、ここでは公共施設に関係する第１種施設と第２種施設について記載してございま

す。この第１種施設に関する規定が改正法により来月、７月１日から始まります。２ページにござい

ます第２種施設に関しましては令和２年４月からの開始となります。 

 ４、国立市の公共施設の対応ですが、改正法、都条例に基づき、それら法令の趣旨に鑑みて国立市

の公共施設の状況を考え、対応のポイントを①から⑥まで考えてございます。 

 資料の４ページ及び５ページをごらんください。３、基本指針でございますが、市民等の健康への

悪影響を防止する観点から、望まない受動喫煙を生じさせないようにするため公共施設は敷地内禁煙

といたします。ただし、市長が特に認めた場合において、法令等に基づき受動喫煙を防止するための

措置を講じた施設（屋内を除く）、敷地内である屋外についてはこの限りではないとします。 

 ４、受動喫煙防止対策の推進として、普及啓発、施設等管理者の責務、施設の類型と対応について

の３点を定め、５ページの表のとおりに第１種施設として取り組むことといたしました。 

 ５の実施時期ですが、第１種施設の規定が始まります令和元年７月１日から実施することといたし

ます。第２種施設に関しましては、以前から敷地内禁煙としている施設もございますが、現在調整中

のところもございます。順次準備が整った施設ごとに施設管理者のもと対応していきますが、 終的

には法令の規定であります令和２年４月１日には全面施行といたします。なお、この指針は施設条件

や状況の変化などを踏まえ、適宜見直しを行うものとします。 

 以上雑駁ではございますが、国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針についての

報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 ５ページにあります、国立市における公共施設の取り扱いというところなん

ですけれども、ここに児童遊園、ちびっこ広場と書いてあります。普通の一般的な施設というのはわ

かりやすいんですけど、この児童遊園とか、ちびっこ広場というのは普通の公園とは違うんですか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 第１種施設の条件の中に児童福祉施設というのがございまして、児

童福祉法の中に児童遊園・児童館というのは児童厚生施設ということになっております。そのため、

こちらのほうに第１種施設として書かせていただいております。そして、ほかの都市公園等は、今回

この法律も条例も建物関係ということで、空間に関しては規制がかかっていないというところでござ

いますが、受動喫煙を生じさせないように喫煙者は配慮しなければいけない義務はもうことしの１月

からスタートしておりますので、そちらの点ではございます。 

 そして、国立市におきましては平成25年12月に国立市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止並び

に路上喫煙等の制限に関する条例というのを制定してございまして、その中に公共の場所として「道

路、公園その他屋外の公共の用に供する場所をいう」ということで、公園のほうはこちらの条例で一

定の規制をかけているという状況でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ということは、今現在も既に規制がかかっているということですか。 

○【橋本生活環境部長】 公園という御質問でございました。今の通称ポイ捨て条例の中で他人に迷

惑のかかるような喫煙はしてはならないというふうな文言の中で制限をさせていただいているという

状況でございます。 

○【石井めぐみ委員】 他人の迷惑にならないようなというのは多分に、主観的なというか、その人

のマナーの問題なんかも含んでいると思うんですけど、例えばなんですが、部長もよく御存じの公園、
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遊具のすぐそばにベンチが置いてあるので、そのベンチでたばこ、喫煙されている方大変多いんです。

そういう場合、私は見ていると、本当に子供たちが遊んでいるすぐそばで喫煙されているので、とて

も心配なんですが、こういうのはそこにひっかからないのでしょうか。これは条例違反なんですか。 

○【橋本生活環境部長】 今委員さんおっしゃったように、非常に少し主観的な部分というのはある

と思います。ただし、受動喫煙防止という観点がこれは国・東京都のほうでも改正されまして、国立

市においてもこれは指針を定めました。ですから、公園の中もこの条例、都条例の中では規制をされ

ておりませんが、当然受動喫煙の防止のそういう意識啓発という部分というのは、これは担当のほう

でもしっかりと行ってい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】 ありがとうございます。 

 あと、１点、市民の方から言われたんですけど、バス停のベンチでもって喫煙されている方がいて、

これも大変困るということで、バスに並んでいると、その場を離れることができないので、そのたば

この煙が、幾ら嫌でもそこに並んでいなくちゃいけない、もしくは座っていなくちゃいけないという

ことがありますので、これも条令違反ということでしたら、しっかりと規制をしていただきたいとい

うふうにお願いをしておきます。 

○【望月健一委員】 まず、４ページです。市は市民等に対し、喫煙による健康への悪影響、禁煙を

促す方法・喫煙マナーの向上について、さまざまな機会において普及啓発を行い、受動喫煙防止に関

する機運を醸成していくとのことですけども、保健センターとして何かできることはあるでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 もちろん市報等使って、例えば、６月20日号の市報にこの指針のこ

とは載せる予定でございますが、公的な広報やホームページ等使いまして啓発・普及のほうをさせて

いただくというのはもちろんでございますが、実は平成29年から世界禁煙デー、それから、１週間は

禁煙週間ということで国を挙げて取り組んでいるんですけれども、国立駅前でキャンペーングッズを

配ったりとか、あるいは６月20日、ことしは行いましたジューンフェスタ、こちらのほうで国立市健

康づくり推進委員さん15名ほど、キャンペーングッズということで受動喫煙防止条例のチラシと、あ

と、ウエットティッシュをことしは配らせていただいております。数としては500、東京都のほうか

ら用意していただきまして、全部配り終わっているというところです。そういったこともございます

し、以前から講演会、 近では民間事業所の力もかりまして、そういった講演会等をはじめとする広

報活動もございますし、国立市薬剤師会の先生方の御協力も得まして、国立市職員向けももちろんで

すし、市民向けにも今年度はお願いしたいということでお話のほうはさせていただいております。い

ろんな、さまざまな手段で啓発活動のほうは行っていく予定ではございます。 

○【望月健一委員】 さまざま啓発活動行っていくということがわかりました。 

 再度質疑させていただきますと、できれば喫煙者御本人によりパッチとかを使った、とある地方自

治体でもう既にやっているそうなんですけども、直接的な禁煙の手段を用いた手法、そういったもの

はとれないんですか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 喫煙者に対しての直接的なアプローチということで、健康相談等で

今までも行っているんですけれども、禁煙外来の紹介をさせていただいております。喫煙者の方々と

お話ししていて感じますのは、人に言われたら何かやりたくないというふうに思ってしまう方が多い

ような感じはいたします。そこをどう行動改善していただくかというところが難しいところでござい

ますが、諦めずにこつこつできるところから少しずつでも行って、こちらのほうもアプローチしてい

けたらと思っております。以上です。済みません。 
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○【望月健一委員】 わかりました。禁煙外来を紹介するというところでありましたけども、そうい

った方法を、これはあくまでも意見にとどめますけども、私はもう補助を行ってもよいと思っている

ぐらいです、実を言うと。そういった地方自治体もあると思いますので、その点は１つの意見として

調査・研究、または検討をお願いいたしたいと思います。 

 先ほど石井めぐみ委員の質疑の中でポイ捨ての公園に関しても質疑ございました。私も谷保第三公

園、第二公園とかを清掃させていただくと、本当に子供たちが遊ぶところの横でたばこを吸っていら

っしゃる方がいたり、砂場にどんどん捨てちゃったりという状況があって、この前も質疑で取り上げ

て、公園の清掃の回数をふやしていただきましたけども、公園に関してもしっかりと促してほしいと

いうのは非常に感じます。砂場とかにいまだに捨てられているんですけど、吸い殻とか、第二公園で

す、もう名前出しちゃって、私はいつも出していますので、いいと思うんですが、本当にどうかとい

うか、本当に思っているんです。ポイ捨て条例に関しての運用を少し厳しくしていただきたいと思う

んですけど、いかがですか。 

○【橋本生活環境部長】 まず、公園については、当然これは意識啓発という部分を中心にまずはし

っかりと対応していかなければいけないと思っております。まさにこの受動喫煙防止の、この間の流

れということが１つの契機ということにはなろうかと思いますので、そういうことをしっかりやって

いきたいというふうに思っております。 

 また、その上で状況等見ながら、どういう対応をしていったらいいのかというのはまたその次の段

階になろうかと思いますので、その個々の状況を注視しながらまた対応というのは状況を見ながら検

討していきたいと思っております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。ぜひとも喫煙に対する健康の悪影響とか、これを契機

にぜひとも補助を含めた、喫煙者がどうやったらたばこをおやめになることができるのかを含めてし

っかりと御検討していただきたいことを申し添えて私は終わります。 

○【重松朋宏委員】 まず、今回公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針、なぜこの指針を

策定するんですか。なぜ公共施設に限定されているんでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 国立市の公共施設だけの指針なのかという御質疑かと思うのですが、

ほかの施設関係は東京都条例のほうで規制がかかってきますので、まず、国立市の公共施設、そちら

のほうの取り決めを決めて、一定の考え方のもと受動喫煙防止を図っていこうということになりまし

て、決めました。 

○【重松朋宏委員】 例えば、健康増進法ですとか、東京都の受動喫煙防止条例でそれぞれの市町村

が公共施設における指針を定めなければならないとか、そういうふうに決まっているわけではないと、

国立市として自発的に指針を定めているということでよろしいですか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 資料の１ページ目にも、１の経過のところにも書いてございますが、

国立市においては平成28年５月に受動喫煙防止の条例に関しての陳情が採択されてございます。当時、

６月には舛添都知事が辞職されて、新しい小池知事が就任されたのが８月ということもございますし、

それに伴って受動喫煙関係の内容に関しましては本当に紆余曲折いろいろございました。注視してい

たところでございますが、平成31年２月に政省令が出まして、細かいところまで決め込んだ形で詳細

がわかりました。庁内検討会でいろいろ動向を注視しながら検討はしていたんですけれども、市では

国や都から示された考え方を前提として、混乱を回避して実行性のあるものに受動喫煙対策をしてい

かなければいけないということで、法令等の整合性を図りながら考えていくということで、庁内での
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検討会でも指針として実施して、必要ならば東京都の条例を上回る条例が必要なのかどうかというと

ころも検討しなければいけないのかというところではございますが、とりあえず東京都の条例が予想

外に厳しい規制がかかってきたので、市では指針という形で設定しましょうということで庁内検討会

で決めまして、そのように定めてございます。 

○【重松朋宏委員】 そこで、本当にしっかりしたものにしていくんであれば、私、公共施設におけ

るというふうに限定しなくていいと思うんです。実際４のところで受動喫煙防止対策の推進というこ

とで、公共施設だけではない、これは市民に対する普及啓発にとどまってはいますけれども、受動喫

煙防止に、市民に対する施策も入っているので、私は別に公共施設に限定せず、国立市として受動喫

煙防止対策に対する指針もしくは方針という形でいいのかというふうに思います。 

 それから、2016年の陳情、これは５月に出されて６月に採択されたものなんですけども、陳情が求

めているのは条例の早期制定だったんです。この後、たしか９月議会に条例ではなくって個別の取り

組みで対応してほしいという陳情が別の団体から出されて、そっちのほうは不採択になっているので、

少なくとも国立市議会としては条例の早期制定を求める立場にあるわけなんですけれども、その意味

でも公共施設だけに限定せず、市の喫煙者に対する取り組み、自発的に禁煙外来を受診しやすくする

インセンティブを何らか設けるとか、そういうことも含めて検討していっていただきたいというふう

に思います。私は条例でなくても実質的な取り組みがきちんとされていくのであれば、条例という形

にこだわることはないかとも思うんですけれども、市の施設だけではなく、市民に対する全庁的な取

り組みをお願いしたいというふうに思います。とりあえず以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 ４ページなんですけれども、４ページの４番の(3)に「第２種施設において

は原則基本指針どおりとするが、それぞれの事由の場合において市長が判断する」というふうにあり

ます。この(3)なんですけれども、市長が判断するというのがありますけれども、具体的な事例をお

願いしたいんですけれども。 

○【永見市長】 ２種施設は原則として１種施設同様敷地内禁煙、ですから、建物内、敷地内もだめ

ですということを市の指針として、これは都条例等よりも厳しい指針をつくりました。これは２種施

設は、建物内は禁煙なんですが、建物外はオーケーなんです。敷地内はオーケーなんですけれども、

国立市としては原則はだめですということにさせていただきました。 

 ただし、非常に２種施設の場合に細かい施設等がありまして、しかも、対外的にも余り影響を与え

ない施設というのがあります。例えば、消防団の器具置き場みたいな、団員、建物の中はだめです、

これは原則ですけれども、その周りはどうなのかというのは、その消防団の自主規制の……（「火を

消す人が」と呼ぶ者あり）たくさん吸われるんですよね。それはその消防団の考え方というのも一定

程度尊重してそういうお話を聞く中で、２種施設の法律が施行されるまでの間に十分そういうことの

調整をしていきたい。 

 例えば、公会堂というのがあります。地域集会所よりさらに小さなものがあります。例えば、久保

の公会堂ですとか、四軒在家の公会堂ですとか、千丑の公会堂ですとか。で、そういうものも非常に

小さくて、建物内だめですけれども、本当に地域の方々のみが吸われるような施設を一律でいいかど

うか。特に合法的に吸っていいですという敷地外の建物外の部分です。ただし、周りの人に迷惑かか

っちゃいけないので、そこも自主的に皆さんがどう考えられるか。原則は受動喫煙だめです、それを

なお踏まえてこういう裏側のここだったら、法律にも抵触していないし、地域全体の中で考えたとき

にいいんじゃないかという結論が出るかもしれません。そういうものについては私がどう判断するか
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というのはそういう十分な検討期間を設けていきたいと。ですから、原則はだめですということで考

えております。 

○【髙柳貴美代委員】 私自身も本当にたばこは大嫌いですので、禁煙ということであれなんですけ

れども、実際に合法的に今の時点でもどなたとは言いませんが、そういう状況にある身近な方もおら

れ、私としてはもうお体心配なので、ずっとずっと言っていこうというふうに思っているんです。け

れども、今実際にそういう状況にあるということも事実なんです。急に排除するようなことをすると

いうのもいかがなものかという御意見もいただきます。なので、先ほどの他の委員の方もありました

けど、やめられるような状況をつくっていくとか、応援していくような、健康のためにやめようじゃ

ないかというような、市を挙げて応援していけるような、そういう体制をぜひつくっていただきたい

んです。 

 私もこの禁煙外来というのは非常に有効だと思います。実際にうちの主人も結構ヘビースモーカー

だったんですけれども、何とかやめてもらおうと思いまして、禁煙外来に行こうと言って、私がこう

いう仕事を始めたので、今がチャンスだと思ってすごく言ったんです、もう２年ぐらいになりますが。

それで、行ったところ、２回ぐらい行って、やめられたんです。本人が言うには、これは自分の意志

の強さであると、禁煙外来に行ったからではないというふうに主張するんですけど、あそこに行った

ことは非常に、そこから変わったと私は思っておりますので、そういう方いっぱいいらっしゃると思

うんです。家族も本当に行こうと言っていると思うんですけれども、市としてもぜひともいろいろ温

かいまなざしを持ってそういう禁煙ができるようなシステムづくりと、また、助成をしているところ

もありますから、他市では、そういうところも考えていただいて、みんなで健康づくりを頑張ろうと

いう感じでやっていくことも必要だと思います。私も引き続いて同じお部屋の大切な方の命を守るた

めにも言っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(3)国立市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針についてを終わ

ります。 

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

 報告事項(4) 国立市における待機児童の解消に向けた取組について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(4)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。子ども家庭部長。 

○【松葉子ども家庭部長】 それでは、報告事項(4)国立市における待機児童の解消に向けた取組に

ついて御報告させていただきます。福祉保険委員会資料№38をお手元に御用意いただけますか。よろ

しいでしょうか。 

 まず、待機児童の状況でございます。平成31年４月現在の待機児童数の内訳でございます。４月１

日現在の旧定義によるところでございますが、表の 上段のところで、平成31年待機児童数、ゼロ歳

児が29名、１歳児が54名、２歳児が４名、３歳児が７名、４歳児ゼロ、５歳児４名ということで合計

98名ということで待機児童数になっております。下の平成30年度の待機児童数と比較しますと、プラ

ス17人ということで待機児童がふえているというような状況ではございます。 

 一方で、下の待機児童数（新定義）ということで御説明させていただきますと、この旧定義の中か

ら、認証保育所ですとか、企業主導型保育所、またはベビーシッター等を利用する方ですとか、保護
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者の私的な理由、いわゆる保育園の希望園を１園しか書いていないという方、または育児休業中で復

職をしていない方、不承諾通知を希望している方、この方々の52名をこの旧定義から差し引きますと

46名ということになっているところでございます。平成30年度と比較しますと、新定義のほうではマ

イナスの７人ということになっているところでございます。 

 お開きいただきまして、２ページ目でございます。待機児童の推移ということで、この表は今御説

明させていただいたところの内訳を書いているところでございます。 

 表の下の２番の今後の待機児童の解消に向けた取組についてということで、平成31年４月の待機児

童の分析ということで、前年度と比較しますと、31年４月に向けては、「国立クムクム保育園」、そ

れと「さくらっこ保育園」をそれぞれ110人分定員を拡大いたしました。また、定員の弾力化を受け

入れて34人分の拡充をしたところでございますが、先ほどお話ししたとおり、旧定義では17名ふえて

いる、新定義では30年度と比較すると７名減っているところでございます。この分析から見ますと、

ゼロから１歳においては依然として待機児童の数が多いという状況でございます。２歳児については

新定義ではゼロということで解消しているかという状況でございます。 

 ３ページ目に行かせていただきます。（イ）の「３歳の壁」についてです。まず、「３歳の壁」と

いうものについて御説明させていただきますと、２歳児まで預かる保育所に通わせている方が、保護

者の方が３歳からの預け先について苦労するというような状況をいわゆる一般的には「３歳の壁」と

いうところでございます。国立市におきましては、これまで幸いにも「３歳の壁」でどこにも行けな

くなるというような状況は現在のところでは発生をしておりません。ただ、表を見ていただきますと、

２歳のところで定員数は304人ですが、受入数305人になっているところで、３歳児が定員数が274人

というところですので、弾力化を使って何とかいっぱいに受け入れられる。ただ、当然年度の途中、

年度末で転出入の方もいらっしゃいますので、現状の中では２歳から「３歳の壁」については受け入

れは可能だということで考えているところでございます。 

 （ウ）でございます。「不承諾希望者」についてということで、これまでは、お示ししてきたとお

り、旧定義の数の中には育児休業の継続のための「入所不承諾通知」の希望する方が一定数含まれて

いるところでございます。通常育児休業１年以上延長する場合はこの「入所不承諾通知」というのを

勤務先に提出するということが一般的に求められておりまして、この交付を受けることを目的に入所

した方を結果として今までは旧定義というところでカウントしているところでございます。待機児解

消を進めていくに当たっては、この不承諾希望者の方を旧定義という根拠で数に入れていきますと、

施設を今後建てる、何かする際に過剰になるというおそれがございますので、今後の対策としてはこ

の新定義を根拠に見ていくことが必要ではないかというふうに考えているところでございます。 

 （エ）でございます。新定義待機児童の保護者の状況についてということで、国立市では認可の申

し込みについては、「国立市保育の必要性の認定の基準に関する条例施行規則」に基づいて、点数化

をして指数化をして申し込みをしていただいているところでございます。 

 おめくりいただいて、４ページ目見ていただきますと、あくまでも参考ということで出させていた

だいておりますが、平成29年４月、30年４月、31年４月ということで出させていただいておりますが、

いわゆるフルタイム勤務の人の割合というのが、平成29年４月から35.6％が、31年４月で17.4％に減

っているというようなところでございます。また、１歳児のフルタイムの希望の方も49.2が9.7％ま

で落ちているというところでございます。下の平均的な指数で見させていただきますと、いわゆる全

体で見ますと、平成29年４月は145.3ポイントだったのが130.6ポイント、待機児の新定義の１歳児を
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見ますと、152ポイントから125ポイントということですので、25ポイント以上も下がっているという

ところで見ているところでございます。 

 これらのことを総合的に考えさせていただいて、（オ）に移らせていただきますが、今後の取組の

方向性についてでございます。まず、今後新規の設備については、これまでの規模の大きい、ゼロか

ら５歳までの、いわゆる寸胴型という言い方をしますが、そういう大きな施設というより、今後はこ

のゼロから２歳を対象にしたような保育施設にシフトチェンジするということが必要かというふうに

考えております。ただし、大切なこととして、この「３歳の壁」の拡大、２歳まで入れたところで２

歳児以降の行き場がなくなるということになってはいけませんので、そのあたりはしっかり勘案する

ことは必要かというふうに考えております。 

 ②番でございます。これらの分析からも、短時間就労の方が入所の申し込みをしているということ

が状況としてポイントが下がっているところで伺っているところでございますので、今後、例えば、

３歳児以降は、幼稚園さんでもいわゆる11時間の預かりをしていただいているところがございます。

ですので、３歳児以降そちらのところにお勧めをするということもあわせてＰＲ等も強化をしていく

必要があるかというふうに考えております。 

 ③番では認証保育所への入所の方への対策ということで、いわゆる認証保育所に入っている方がや

むを得ず待機児の状況で認可外施設として認証に入っているところですので、この方々の対応をどう

するかということも並行して検討する必要があるかというふうに思っております。それとあわせて、

施設を整備しない方法、今ベビーシッター制をことしから導入しておりますが、今待機になっている

方々にも並行といいますか、引き続きベビーシッターの利用というのを御案内をしていきたいという

ふうに考えております。 

 後でございますが、今８月１日の開設に向け、本日入所の選考をやるということだと思いますが、

ひまわり保育園について８月の募集で今このような状況になっているところでございます。 

 駆け足でございますが、これで報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 この４ページのところの今後の取組の方向性についてのところなんですけれど

も、３歳の壁について拡大につながらないような措置を講じた施設整備とするということでおっしゃ

っていたと思うんです。私が気になって統計くにたちとか見てみたんですけど、毎年ゼロから４歳児

の人口でしたっけ、あれは、が毎年増加傾向にあるんですけど、それがそのまま年を重ねていったら、

３歳以降、３歳、４歳、５歳となってくると思うんですが、この３歳の壁の拡大につながらないよう

な措置というのは今何か具体的に考えていることとかあるんでしょうか。 

○【松葉子ども家庭部長】 ３歳の壁の拡大につながらないところで、まず、ゼロ、１、２の今後施

設整備というのは検討していかなければいけないというふうに思っていますが、その後、その２歳以

降の方が上がれなくならないようにしなければいけないということでは、私ども選考の点数の数式の

中で年齢制限のある保育所に入れる方はプラスで30点という加算をさせていただいているところでご

ざいます。ですので、２歳児以降、そういう仕組みで就学前までしっかり保育を整備するということ

と、今若干２歳までの保育園から幼稚園さんに少しずつ、３歳から幼稚園に行くという方が若干ふえ

てきているところもございますので、あわせてそのあたり、幼稚園の方、幼稚園のいわゆる幼児教育

のほうに行っていただくという方も御案内をしていきたいというふうに考えております。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。 
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 そうしましたら、もう１つなんですけれども、その同じ（オ）の③ですか、やむを得ず認証保育所

等の認可外保育施設に入所しているというところの対策についてはいかがでしょう。 

○【松葉子ども家庭部長】 毎年各年度の入所の選考が全て終わりますと、翌年度に向けての入所に

向けての振り返りといいますか、いろいろ内部で検討しているところです。その中ではこれまでの加

点の仕組みがどうであったかとか、今年度の傾向がどうであったかとか、そういうことも総合的に勘

案をさせていただいています。今認証に行っている方は10点というような加算の仕組みをしておりま

すが、場合によってはその数ですとか、状況を見る中でもう少しこの加点というのを少しふやすとい

うことも含めて検討する必要があるかというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 今後についてはゼロから２歳の保育園整備にシフトするという方向性が出され

ておりますけれども、これはこのゼロから２歳に特化した保育園を新たにつくるということなんでし

ょうか。ゼロから２歳に特化する保育園整備にシフトするという中身がよくわからないので、具体的

にどういうことをシフトされるということでしょうか。 

○【松葉子ども家庭部長】 まだ具体的にどういうものというのはないですが、いわゆる19名以下の

小規模保育所というのがゼロ、１、２のものです。ただ、19名以下ということで、これが充足するか

ということもあります。あわせてベビーシッター等の制度の御案内ということも含めて総合的にその

あたりを考えていかなきゃいけないというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 まだ具体的に政策になっていないということですか。ここが一番急務で、新し

い新設の認可保育園を増設するというのはもうなくなって、ゼロから２歳の小規模型ですか、そうい

う特化したものをふやすという、そのシフトチェンジというのですか、は具体的にはまだできていな

いということですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 具体的にどこでどうというのはないんですが、ゼロ、１、２のこの小規

模保育所というものを建設して、建設といいますか、つくっていくようなことは必要だというふうに

考えてございます。 

 ただ、これまでここ何年かで国立市公募型の制度をとっておりました。過去２カ所でいわゆる都有

地というところを活用させていただきましたが、今の現状の中では都有地を活用するようなところが

ないというものと、なかなか事業者の方に場所も御提案をいただいてといったときに、近隣の方との

いろいろな関係性もあって、行政が責任を持ってどこの場所というのは探していかなければいけない

というふうに、地域的なこともあると思います。 

 それと、今ある１園、小規模保育所さんはもともとあったマンションの１室を、居抜きじゃないで

すけども、というような形でやっております。そうすると、ある程度期間が短くなるですとか、いろ

んなことがありますので、具体的にこの先どうするかということは検討したいというふうに考えてい

ます。 

○【上村和子委員】 例えば、当局が今理想としている小規模保育所というモデルありますか、全国

の中でも。具体的にこういうのがいいなとか、そうすると具体的にビジョンが出やすいんだと思うん

ですけど。 

○【松葉子ども家庭部長】 今少し考えたりしているのは、いわゆる、済みません、言葉が間違って

いるといけないんですが、宅老施設みたいな、要は高齢の方との施設をどうするかというのが全国的

にそういうのが出ているところもあります。肝心なのは、その保育所というものができたときに地域

の中に受け入れられないというのが一番問題かというふうに思っています。子供の声が生活の中で、
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脅かされるということでないんです、子供の声が気になるという方も当然いらっしゃいますし、それ

ぞれの生活のスタイルが違いますので、地域の中で保育所でつくっていたお部屋が、例えば、子供何

とか室みたいな、支援室みたいのができたときにそういうところを地域の方ですとか、どういうふう

に使っていただけるとか、そこで、保健センターに来なくてもいろいろ健康相談を受けられるだとか、

いろんなことを総合的に勘案したものをつくれれば一番ベストかというふうに考えております。 

○【上村和子委員】 なるほど。どこでしたか、空きアパート１棟を借りて民間……（「小金井」と

呼ぶ者あり）小金井だっけ。高齢者もしょうがいしゃも子供という形で民間でやっているところもあ

ります。そういったものをまさしくソーシャルインクルージョン型の小規模というのを考えていると

いうのはすごく大いに市民も一緒に考えるとおもしろいのではないかというふうに思いますし、ゼロ、

１、２の子供たちというのは本当に高齢者じゃなくて大人が元気になる存在だと思うので、そういう

新たな国立型のそういった対策みたいのが出てくるといいと思うし、こういうのは市民に向けて広く、

ワークショップじゃないけれども、やると、谷保あたりの農地がある中にお家があってみたいな、何

か夢が広がるかもしれないですね。 

 あと、もう１つ、私は自分の中では、１つは、公立保育園に働いている保育士さんから、一生懸命

人のために頑張ってやっていて、生きがいがあるんだけど、いざ自分の子が生まれたときに、どこか

自分のライフプランの中で子供を保育園に預けられるのかしらとか、そうやって預けられてちゃんと

働き続けられるかしら、不安ですという声、先日伺ったんです。これはすごくリアルな問題だという

ふうに思うんです。企業内保育所というのは実は市役所にこそ必要なんじゃないかと私は思っている

んです。市役所こそ女性が働きやすい、そして、職場づくり、１つの民間と同じように捉えることが

すごく重要だから、国立市役所の企業内保育所というのを考えていいんだというふうに思うんです。

そういったことはこういう計画の中に入らないんですか。考えたこともないんでしょうか。いかがで

しょうか。 

○【松葉子ども家庭部長】 都庁はたしか都庁の中に……。（「すぐつくりましたね、小池さん」と

呼ぶ者あり）はい、保育所というものをつくっているかというふうに思っています。なので、頭の中

に全くないということではないんですけども、まず、今待機になっている方々の状況をどうするかと

いうことが先行で考えていますので、いただいた御意見について、子ども家庭部だけで考える問題が

いろいろございますので、少し頭に入れさせていただければと。 

○【上村和子委員】 これ、私それこそゼロから２歳が必要だとすると、ゼロから２歳に特化した小

規模の事業者内保育として国立市からやってみると、企業内保育所にすると、それをやってみると実

は保育政策って女性が働く政策ともう本当に表裏一体ですので、先駆的モデルを市役所が示すと、そ

うすると地域もそれにつれてもっといろんなことできるというふうになると思うんです。これは本気

で考えてみませんか。市長か、副市長、いかがですか。考えたいなら、言ってもらいたいんだけど。 

○【竹内副市長】 余談ではないんですけれども、先日ＳＤＧｓのある会合に出ました。そこで、民

間の企業の新しい形態ということで、企業の中に保育所をつくるという話があったんです。そこで企

業の、実は非常に人気が上がって、売り上げが上がって、これは真ん中抜きますけれども、業績が上

がったという報告を受けたんです。そういうことを、１つは、これは誰に言ったか、そこの研修を受

けて、忘れましたけども、企業に向けてそういうことを啓蒙・啓発したらどうかという提案をしたん

です。それは国立市内の民間の企業ですけど。それを国立市役所がやったらどうかというのが今の提

案なんですが、それはおもしろいと思って今聞いていました。 
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 ただ、先日も市長から答弁あったと思うんですが、市民の方が、その保育需要に市として応えられ

ていない部分があって、その辺をどうやって理解いただくかというのは１つ課題だと思いますけれど

も、考え方としてはおもしろいと、これは済みません、感想なんですが。 

○【上村和子委員】 いや、おもしろがってもらってよかったです。ぜひ先頭を切ってください。企

業内、ＪＡさんがＳＤＧｓの中で女性のリーダーシップというところ、女性の雇用のところで起業さ

れたという話で、本当に今全てがそこに向かなきゃいけないときに、国立市が幾ら公立保育園に頼り

ますというより、自分たちで働いている職場の人たちをどう考えるかというのはもう先頭に立たなき

ゃいけないと思うんです。その中に私は緊急の受け入れの子供たちの場所を確保すればいいんだとい

うふうに思うんです。もちろん企業内保育だから、国立市役所で働く人のためのものですけれども、

それに必ず緊急枠を持っておくと。緊急的に子供を預けなくちゃいけなくなったときにはそこが預か

ると。セーフティネットです。そういうふうに公益に返していくと。そういう形の企業内保育を市役

所がやってみると、先駆的に、どこの、東京都がどれぐらい好評なのかわからないんですけれども、

国立市型の、本気で保育園で働いている保育士さんたち、女性たちもいっぱいいますから、そういう

人たちが安心して働き続けていけることがいいまちにつながるということは自信を持っていただいて

ぜひ研究してください。お願いします。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、先日お伺いしたときに、４歳児、５歳児のクラスに空きが多い

ということを伺って、今回のやつはゼロと書いてあるので、わかりにくいんですけれども、実際にど

のぐらいの空きがあるんですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 ３歳から５歳のところで、６月のところで69名の定員の空きがあるとい

うことでお答えさせていただきます。 

○【石井めぐみ委員】 そうですよね。この69名、こんなに空きがあるというのは、これからもそう

なる見込みですか。それとも今回だけのことだというふうに考えていますか。 

○【松葉子ども家庭部長】 近年で見ていきますと、３から５というところは、定員割れという言葉

が適切かわかりませんけれども、空いているという状況がまた見受けられますので、傾向としては続

くかというふうに見ております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。しかも、先ほど御答弁の中にありました、幼稚園を

選択する方もふえているということを考えると、恐らく４歳児、５歳児の空きが多いという状況は変

わらないというか、もしかするとふえていくかもしれないと思っているんです。今喫緊ゼロから、ゼ

ロ、１、２が足りないという状況と、それを考えると、ごく普通に考えると、その空きがあるところ

に何とかしてゼロから２のほうにシフトしていただくということが考えられると思うんですけど、こ

れはできないのは何でなんでしょうか。 

○【松葉子ども家庭部長】 できないという前提ではないかと思うんですけども、平米で言わせてい

ただくと、ゼロ歳児は５平米、３歳児以降については1.98ですので、面積要件がまず大きく違うとい

うのもございます。それと、ゼロについては保育士が３対１という基準で、上に上がれば上がるほど

子供の数がふえていくということなので、当然ゼロですとか、１歳を見ると、その分保育士というの

を確保しなきゃいけない。また、建物を変えるにはそれなりの改修等も出てくるところがございます

ので、全く否定するものではないと思いますけれども、現状としてはなかなか難しいところもあるか

と思います。 

○【石井めぐみ委員】 改修が必要なのはもしかしたらお金がかかるので、難しいかもしれないんで
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すけど、平米数で言ったら、人数少なくすればいいだけだから、別にこのあいている人数、じゃ、六

十何人だから、六十何人入れてくれという話じゃなくて、それが半分になったとしても大分解消でき

るわけじゃないですか。それから、人員のことも、それは人員をふやせばできることなので、可能性

がないわけじゃないというか、むしろ新たに何か施設をつくってやるということよりは、もう今困っ

ている人たちを救っていくという考え方の中では、今あいているところを工夫して使っていただく、

それを保育園のほうにお願いしていくという必要があるかと思うんですけど、それはどうお考えです

か。 

○【松葉子ども家庭部長】 １つには、例えば、建物を変えたりしてゼロ、１、２をふやすと、今度

は 終的にその方々が上に上がってくるということになりますので、その方々を違う園に行かせない

で同じ園で入れるということをまず考えなければいけないというふうに思っています。なので、先ほ

どお話ししたように、否定するものではないので、方式等も含めて、各園さんになるのか、園長会通

してかわかりませんが、まず、今後の待機児の推移も含めてその辺はお話をしていきたいというふう

に思います。 

○【石井めぐみ委員】 人数のことを言うと、少なくしていけば、上に持ち上がる人も少ないわけだ

から、そこはちゃんと計算をして仕組みをつくっていけば不可能ではないと思うので、ぜひ考えてい

ただきたいと思います。 

○【望月健一委員】 ここは質疑をするつもりはなかったんですけど、質疑をしたくなってしまいま

したので、済みません、質疑させていただきます。 

 先ほど部長の答弁、上村委員の質疑の中で、高齢者施設と保育園を併設というような施設も考えて

いるみたいな答弁ありましたけども、本当に大賛成で、私も小金井市でそういった施設を見学させて

いただいて、たしか認知症の高齢者のところにお子さんが歩んでいて、歩んでというか、はいはいし

ていて、そうすると、経験豊かな高齢者の、認知症なんですけど、お子さんをあやすというのはすご

くお上手なんですよね。それで、その姿にすごい感動してしまったんです。高齢者の施設を利用する

方にとっても大変すばらしいことですし、逆に子供にとっても、高齢になって、例えば、認知症にな

る、何も知らなければ、何もそういった高齢者と接することがなければ、 初は違和感というか、感

じてしまう場面もあると思うんです。そのために、例えば、子供たちの認知症サポーター養成講座み

たいなものを継続的に支援を行っているわけですけども、法律的な問題、私もこれに関しては結構縦

割り、 近は解消されたと聞いているんですが、これはあえて大川部長にお尋ねいたしますけども、

ぜひとも子ども家庭部と協力してそういった施設に関しても検討いただきたいと思っていますけど、

いかがですか。 

○【大川健康福祉部長】 既に子ども家庭部と健康福祉部で下話というか、その打ち合わせの初めの

入り口というか、そのあたりはさせていただいているところでありまして、高齢者支援課と子ども家

庭部の課長とも話をし、部長同士でもこういう方法で他世代で国立市で本当に温かく過ごせるような

ところがあると、非常に市民にとって、今後のことを考えてもいいんじゃないか、そういう話はして

いますので、どのぐらいのスケジュール感で、どういうふうに、具体的なところまで申し上げられな

くて申しわけないんですけれども、そのあたりの入り口に入っているというところでございます。 

○【望月健一委員】 できれば市長か副市長の御答弁もいただければと思うんですが、いかがですか。 

○【永見市長】 小金井市の話は私自身も存じ上げております。そういう意味では非常に夢があって、

子供たちにとって、小さい子供にとっても貴重な経験だし、高齢者にとっても非常に自分の人生、
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終ステージに近づいた方が充実した人生を送れるというような場になるんだろうと思います。具体的

なことはまだ私自身も検討しておりませんけれども、国立市らしいものができれば、今回のこういう

待機児対策とあわせてできればいいと思っておりますので、研究をさせてみたいと思っております。 

○【望月健一委員】 ぜひとも研究、そして、保育園側、そして、高齢者の事業者側、多分やりたい

事業者あると思います。ぜひともそういった事業者に御協力を得る中、実現に向けて努力をしていた

だきたいと思います。 

 もう１つなんですけれども、これも企業内保育所の関連なんですけど、確かに市役所もあってもい

いと思います。これは市内の大学の方からも言われ続けていることなんですけども、場所は申し上げ

ませんが、市内には土地が大変広大な大学もあり、かつ教員の方もそれを望んでおり、かつ企業内保

育所というのは当然そこの従業員さんだけではなく、市民もたしか枠があると思います。ぜひともそ

の市内の大学、または学校法人さまざまあると思うんですが、ぜひともお話を進めていただきたいと

は思うんですが、そのあたりいかがですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 どこのというふうには言わないほうがよいかわかりませんが、以前に大

学の方々とお話をする機会をいただいたことがございます。その際に、市内の大学に限らずなんです

が、例えば、センター試験ですとか、時期だとか、論文をいろいろ点数つけるときに、長時間じゃな

くてもいいので、一定の時間だけ預かるところが欲しいですとか、その職員の働き口として、大学が

今後学生を各大学で、いわゆる奪い合いと言ったら変な言い方ですけど、なったときに、保育という

場所をセット、それは職員の確保においても必要だというお話を聞いたことがございますので、また

そういう機会があれば、意見交換をさせていただいて、何かそういうことが可能かどうかということ

も話せればというふうに思います。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。この件に関しては既に東工大、さまざまな大学で行っ

ておりますし、今部長がおっしゃったように、一時的に預かっていただきたい、論文を書く期間預か

ってほしいという要望があります。この件に関しては研究を諦めざるを得ない大学院生といったお話

も伺いましたし、また、留学生が、あちらはあるのが当たり前らしいんですよね。逆にないので、こ

の大学、来たくありません的なことも言われたらしいので、どこの大学とは言いませんけども、グロ

ーバルに目を向けて、本当に目を向けるならば、ローカルにもしっかり目を向けていただいて対策を

立ててほしいということ、議会からも強い意見があったということを強くお伝えいただければと思い

ますので、よろしくお願いします。以上です。 

○【重松朋宏委員】 まず、待機児童数の状況で、旧定義で４月１日現在で３歳児や５歳児でこんな

に出てしまったんだというふうに印象深かったんですけれども、先日の議員の一般質問、個人質問で

は、４月１日ではなくて直近の数字で３歳児以降はたしかゼロになっていたということだったんです

が、直近の数字で待機児数はそれぞれ何歳というのは今手元にありますか。 

○【松葉子ども家庭部長】 今回第２回定例会で一般質問でいただいたときにも４月１日現在の数字

で御説明をさせていただいております。大変申しわけございません、直近の数字今手元にないので、

また改めて御提示させていただければというふうに思います。 

○【重松朋宏委員】 そうでしたっけ。新定義でゼロ人になったということなんですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 済みません、失礼しました。４月１日現在の定義でお話をさせていただ

いておりましたけれども、８月に北に保育園ができますので、それの募集の人数を差し引いていきま

すと、旧定義では46だったところが36まで下がりますというような答弁させていただいているかと思
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います。 

○【重松朋宏委員】 私の誤解でした。わかりました。 

 そこで、私この報告を見て、これは新規整備をしない宣言だというふうに、もう小規模保育その他

でゼロ、１、２に特化してやっていきますということなのかというふうに受けとめたんですけれども、

事業者公募をしたときに、富士見台１丁目と、あと谷保駅以南が保育所不足地域ということで公募を

かけていましたけれども、谷保駅以南については断念するということでよろしいですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 済みません、今旧定義と申し上げましたけど、新定義で引いて36という

ところです。失礼いたしました。 

 場所については、これまで見ていきますと、いわゆる石田街道と矢川駅周辺のほうが保育園さんが

かなり密集をしているところでございまして、これまでは公募ということで、まず都有地というとこ

ろを活用させていただきました。それで、谷保駅以南というところについて、決してそこの場所の可

能性も否定しているところではございませんので、ただ、ゼロ、１、２ですと、例えば、なかなか後

ろに自転車載せてというより、抱っこしてくるだとか、いろんなことを考えていくと、駅に近いとこ

ろのほうがいいのかという考えもございますので、場所についてはまだ今のところ限定しているとこ

ろではございません。 

○【重松朋宏委員】 ４ページには明確に今後規模の小さいゼロから２歳の保育園整備にシフトする

というふうに書いていますけれども、谷保駅以南のゼロから５歳の保育園整備についても諦めたわけ

ではないということでよろしいですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 現状においては３歳以降について空きが出ているという現状もございま

すので、ここに書かせていただいているように、ゼロ、１、２の施設について全体的にシフトしてい

きたいというふうに考えているところです。 

○【重松朋宏委員】 その空きが出ているというふうに判断したのはなぜかと言えば、これまで国立

市は旧定義をもとにして考えていったのをここで新定義で考えていきますという、これ私初めてだと

思うんです。その新定義のうち入所不承諾の通知の交付を希望している人、これは確かに引いていい

と思うんですけれども、たった13人じゃないですか。認証保育所やベビーシッター利用できたという

のは、保育所落ちたからですよね。保護者の私的な理由により待機している人、要するに特定の保育

所を希望して、そこに落ちた人というのは私的な理由で切り捨てていいと思いますか。私は、例えば、

自分の通勤、住んでいるところの通勤の経路に近いところを当然希望すると思うんですけれども、そ

こから大きく離れたところにはなかなか行けないという人も多いと思うんですけれども、私はそもそ

も新定義に国立市が切りかえてこれから考えていくというのはむちゃなんじゃないかと思うんですけ

れども、いかがですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 私的な理由で31名というところの中に、そのうちのまた19人の方が不承

諾通知ということを希望していらっしゃいます。そうすると合計で32名程度の方がいわゆる育休延長

をとるということを言っていらっしゃる方ですので、決して切り捨てるということではございません。

また、１園だけを希望されている方で、本当に、例えば、御自分がそこの出身だからとか、上の子が

いるので、ここだけという方もいらっしゃいますが、基本今の待機児の状況の中で、より多くの希望

園を書いてくださいとお願いしている中で、１園ということで見ていくと、決して切り捨てるところ

ではないんですが、実際に今後つくっていく、今３歳、５歳の空きを見た状況の中では新定義で見て

いくことのほうがより建設に向けてはいいかというところを判断しているところです。 
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○【重松朋宏委員】 それでしたら、旧定義・新定義という２つの見方じゃなくて、国立市独自の定

義で、旧定義から不承諾通知の交付を希望している人を引き、特定の保育所を希望し、なおかつ不承

諾通知の交付を希望している人を引いた数字が一番妥当な、本当の意味での待機者だと思うんですけ

れども、そういうふうに考えることってできないんですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 今回委員会の報告を作成するに当たって中で当然議論させていただいて

いる中では、今委員がおっしゃっていたように、言葉として適切かわかりませんが、新々国立定義み

たいな、というのもどうでしょうかみたいなお話はしたことは実際にございます。その認証という方

が待機という状況の中で待っている、実際は待機ということですので、少しそのあたりは御意見をい

ただいた中で検討していければというふうに思います。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。ありがとうございます。一番本当に何が妥当なのかというのを、

厚生労働省の定義だとか、そういうのにとらわれずに国立市として考えていただければと思います。 

 そこで、４ページのフルタイム共働きの割合がたった１年間で半減もしくはそれ以下に、こんなに

大きく変化したというのはどう分析、どう考えていらっしゃいますか。 

○【松葉子ども家庭部長】 １つには、31年４月に待機児解消ゼロを目指していて、110というもの

を整備させていただいています。なので、保育喚起といいますか、ふえるのであれば少し就労、フル

タイムで働かなくても、少しお家を出て働きながらという方がふえてきたというのも１つかというふ

うに思います。まだ詳しい分析までは、今のところ数字を出しているところですので、また、待機の

方に追跡の御案内のようなものを送ったりですとか、さまざまなところで御意見を聞く中で分析がで

きればというふうに思います。 

○【重松朋宏委員】 はい、わかりました。これは私たちも考えていきたいと思います。 

 これからは子供が小さいうちは夫婦両方フルタイムで働いて、目いっぱい預かってもらってという

よりは、ある程度の働き方を、働きを抑えて、でも、それぞれが、夫婦もしくは保護者、みんなが子

供自身にもかかわれる時間を持っていくようなふうに世の中がシフトしていくんだろうなと思うんで

す。そのためにも幼児教育の無償化というのもその１つの契機になろうかと思うんですけれども。そ

こで、今後規模の小さい小規模保育、特にゼロから２歳児の保育園整備にシフトしていくというのは

方向性としてはわかるところあります。 

 ただ、規模の小さい保育園整備でも国の基準があるので、なかなか簡単に施設整備ってそういう意

向があっても難しいところもあるのかなと思うんですけれども、１点、調理を外からできないという

のが保育園の開設のネックの１つにあろうかと思うんですけど、それは小規模保育でも保育所でも調

理は自園調理じゃないといけないんですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 済みません、詳細の部分になると、今お答えが難しいところでございま

すが、いわゆる地域型保育所、小規模保育所というのは、認可は東京都ではなく国立市が認可になり

ますので、期間ですとか、当然基準というのはしっかりありますけども、期間なんかは東京都に承認

するよりは少し短くできるかというふうに思っております。 

○【重松朋宏委員】 つまり、認可する国立市とも比較的近い関係の中で調整ができるという、今後

いろんな可能性が出てくるものだというふうにわかりました。 

 そこで、３歳の壁対応という、小規模保育を出た３歳児をどこで受け入れていくのかということで、

幼稚園の預かり保育というのが１つ出ているんですけれども、保育支援型の幼稚園事業、国立市独自

事業でやっているものは余り広がりが、２園でとまって広がりがないようにも見えるんですけれども、



－ 60 － 

そのことをどのように分析されていますか。 

○【松葉子ども家庭部長】 今年度から３園になっております。３園とも11時間で長期休業中も実施

をしていただくというようなところでございます。各園さんのホームページで当然告知もしていただ

いているところでございますが、今少し考えているのは、幼稚園フェアは終わってしまっているんで

すが、例えば、今の就労の基準が、点数が少なくなっているということは、片方の方はフルタイムで、

片方は40ポイントぐらいでいいということになれば、週３ぐらいの勤務で６時間とか、そのぐらいで

可能ということであれば、十分幼稚園さんにお話ができる、御案内もできるという形があります。 

 ただ、この預かりを使ってあわせてやりましょうというとイメージがなかなか湧かないところがあ

るかと思うので、職員にお話をして、例えば、国立市にいて、立川市に働きに行って、３時に迎えに

来たら、預かりを使うとこんなだよねというものを、御案内できるようなものをつくるようにという

ことの指示は今しているところですので、これをもって少し保護者の方々にイメージしていただけれ

ばというふうに考えています。 

○【重松朋宏委員】 それいいと思います。ライフスタイルそのものを提案というか、こういうライ

フスタイルがあるというものを具体的に見せていくというのはとてもわかりやすくていいというふう

に思います。 

 私の子供が通わせているのは幼稚園なんですけれども、保育支援型の幼稚園事業はやっていないん

ですが、預かり保育はここ数年でかなり、長期休暇も含めてやっていて、実際夫婦ともフルタイムに

近い勤務で預けている保護者の人も大分ふえてきているんです。それとセットでどうしても幼稚園は

保護者のいろんな行事だったり、保護者参加のいろんな、ＰＴＡ参加の事業なんかがかなり重荷にな

っているというのもあって、そういうのも大分整理していっているんですけれども、幼稚園そのもの

も含めて変わって、幼児教育のあり方、保育のあり方、働き方、何かトータルで本当に暮らし方とセ

ットで見える化をしていくといいというふうに思いました。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 幼稚園のことなんですけれども、幼稚園フェアにこの間、高架下のに行かせ

ていただきました。今重松委員のほうのお話もありましたけれども、見える化してそういうものをつ

くるというのは非常に重要だと思いました。各園の先生方がいろいろ工夫されて、お母さんやお父様

たちにわかりやすく、その園ごとにいろいろアルバムや１年の様子などをまとめて、お一人お一人に

丁寧に説明されていました。そこにいらっしゃっていた保護者の方も幼稚園がここにこういうふうに

あったということも御存じない方がいらっしゃいましたし、幼稚園自体がこういう預かり方をして、

仕事を持っても預けることができるということ自体を御存じない方がたくさんまだまだいらっしゃる

んだというふうに感じました。幼稚園フェアというのはことしで２年目を迎えましたけれども、すご

く先生方もその幼稚園フェアに期待をして、いろいろ昨年よりも準備をなさっていらっしゃったよう

な気がするんですけれども、部長から見て昨年とことしと比べて幼稚園フェアどのように変わったか

教えていただけますか。 

○【松葉子ども家庭部長】 昨年度は市役所の地下の食堂で開催させていただきました。一番言われ

たのは、狭いということを言われたのと、地域偏在といいますか、富士見台ですと、どうしても駅周

辺の幼稚園さんを希望される方がなかなか来ないんじゃないかということがありましたので、今回は

福祉会館と、今の高架下の市民プラザのところで開催させていただきました。合わせて75組ずつぐら

いですので、150人ぐらいの方々がお見えいただきました。 

 感想を見ますと、直接各園回らないで先生方に幼稚園の内容ですとか、幼児教育の内容というのを
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聞ける機会が持てたというのがすごくよかったという声を聞いています。なので、保護者の方々もだ

んだん去年より園のほうに近くなっているかというふうに思います。なので、各園さんも回らせてい

ただいたときに保護者の方々、幼稚園でお弁当をつくったりとか、園バスがないとか、一緒に行かな

きゃいけないところに御負担を感じる保護者の方もいらっしゃいますけども、ただ、聞くと、もう５

歳になると 後あと１年間しかないから、すごく貴重だという声をいろいろ聞かせていただきました

ので、来年少しそういう保護者の方ですとか、例えば、芸小ホールを使ってホールのほうで、子供た

ちの絵ですとか、合唱だかわかりませんけれども、何かそういうものとあわせてできればというふう

に考えたいと思っています。 

○【髙柳貴美代委員】 とてもいいことだと思います。そういった直接先生方とゆっくりお話しでき

るチャンスというのは保護者の方なかなかないと思うんです。そこで、お話しすることによってまた

先生方にも保護者の方の実情がわかっていただけると思うし、私も驚きましたのは、本当に幼稚園で

も週に毎日でもお弁当もとることができる、そのような状況になっているんだというのが私自体も驚

きでしたし、本当に幼稚園って変わったんだというふうに思います。本当に保護者の方に寄り添った

幼稚園を今経営なさっているんだというふうに感じましたので、またこの後に出てきますけれども、

幼児教育の無償化ということもありますので、知っていただく努力というのを、幼稚園フェアという

のは大きな一歩だったと思いますので、それをさらに発展させていただいて、来年度もしっかり進め

ていただきたいと思います。以上です。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ報告事項(4)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。 

 ここで休憩に入ります。 

午後４時１４分休憩 

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

午後４時３２分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(5) 幼児教育・保育無償化について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(5)幼児教育・保育無償化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。 

○【川島児童青少年課長】 それでは、報告事項(5)幼児教育・保育無償化につきまして、福祉保険

委員会資料№39に基づきまして、御報告をさせていただきます。以上となります。 

 詳しくは報告書のほうをごらんいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 報告の説明を省略していただいて、ありがとうございます。そこで、幼児教

育・保育無償化、10月１日からということであと３カ月という、今の時点において、まだ決まってい

ない、検討が必要なポイントというのは、具体的には何でしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 資料の４ページのところに記載させていただいております、５の検討課

題のところです。こちらに書いてございます、保育園の食材料費の取り扱いにつきまして、主食費、

副食費をどのようにするのか、保護者の方からいいただくのかどうか。一部副食費だけをいただくの
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かどうかですとか、そのあたり、１点検討事項がございます。 

 あともう一点、園児の保護者負担軽減の関係で、現在、市のほうで上乗せで支払いをしております

第１子3,300円、第２子3,500円を支給している部分がございますが、こちら無償化の制度が入ってき

たことによって、この部分はどうしていくのか。このあたりが検討課題で、３番のところにつきまし

ては、支払い方法、幼稚園のほうの無償化の補助金の支払い方法、これを償還払いとするか、法定代

理受領とするか、こちらも課題として入れさせていただいてはおりますが、幼稚園さんのほうと今意

見交換をさせていただいておりまして、意見交換をしている中では、ほぼ全園から償還払いのほうが

いいんじゃないかというようなお話をいただいておりますので、こちらは 終的に今後詰めてまいり

ますが、恐らく償還払いの方向で進むのではないかと考えてございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 そこで、４ページと５ページの(1)と(2)が検討、調整する必要があるとありま

すけれども、もうあと３カ月しかないので、ほぼ方向性が見えていていいと思うんです。特に今後の

各市の動向なども考慮しながらという食材料費については、恐らくほかの市もみんな見合って、互い

に聞いている状況だと思うんですけれども、どういう方向性になりそうなのかということ、むしろは

っきりさせたほうがいいかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちら徴収の状況、各市の状況を調査してございまして、今、調査をし

ている段階では、副食費のみを取ると言っている市が、予定ですが、12市。主食、副食とも徴収する

市が７市ということで、19市は何かしら取るような形で、今、検討が進んでいる状況でございます。

この状況を参考にしながら、市として 終的に、10月からスタートということでございますので、な

るべく早い段階で結論を出してまいりたいと思います。ただ、こちらについては、各保育園、特に私

立保育園等と、徴収の仕方とか、そういったものについて、今後、具体的に詰めていく必要がござい

ますので、こちらについては早急に結論を出したいと思っておりますが、この場でこうしていきます

ということは、現時点では申し上げられない状況でございます。 

○【重松朋宏委員】 といいますと、数の上でいくと、国立市としてはどういう方向性でというのは

言わないと、逆に検討、調整する必要があるということは、この委員会の場で委員から意見を出せば、

調整、検討の余地があるということなんですか。 

○【永見市長】 この問題は、国は、主食、副食ともに今回の無償化に合わせて取るべきだというこ

とを、取ることがルールだというふうに言われております。一方で、これまでの経過があります。そ

れから、幼児教育・保育の無償化に伴って、幼稚園と同等な条件を考えるにはどう考えていくのかと

いうこともあります。大きく言えば、全体の動向は大体見えました。この間、保育料と公費で負担し

てきた部分を継承するか、しないかという判断が１つあると。 

 もう１つは、幼稚園と保育園で昼食の取り扱いが大きく異なるとするならば、そこのギャップをど

う埋めるのかというような論点を含めて判断する。ですから、取らないということは考えていない。

ただし、逆転する層が出るとかということがありますから、無償化になったら、かえって払わなけれ

ばいけない層が出てくるみたいなことは避けるような形で制度設計をしますけれども、そういう公平

性の中で、何らかの有料化というんですか、これはしていくという考え方です。 

○【重松朋宏委員】 副食費は取っていく方向なのかなとニュアンスとしては受けとめたんですけれ

ども、幼稚園の場合は、食費は全額保護者負担ですよね。それで(2)の園児保護者負担軽減補助金、

市独自のこれまで上乗せした部分を続けるのか、続けるとしたら幾らが妥当なのか、あるいは上乗せ

をしないのかという問題になろうかと思います。 
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 そこで、無償化の対象は、私学助成の幼稚園の場合、保育料だけで、給食の食費だとか、バス代だ

とか、あと教材費なんかについては、無償化の対象外とたしかされていたと思うんですけれども、そ

うなると、そこの部分について、保育園との均衡を図るために、バスはないですけれども、補助する

とすれば、東京都と市で上乗せするしかないということになるのでしょうか。国が出す年間30万

8,400円の中には、例えば教材費だとかは入れるわけにはいかないと。 

○【川島児童青少年課長】 こちら無償化の部分につきましては、保育料、利用料のみという形とな

っておりますので、実費部分については含めることができないというふうな形で国のほうから言われ

てございます。 

○【重松朋宏委員】 それは市や都の負担軽減の補助金についてもそこに充てることはできないとい

うことなんですか。あるいは軽減補助金は、むしろ実費部分のほうに充てるという考えになるのでし

ょうか。 

○【川島児童青少年課長】 市の補助金につきましては、特にそういった制約はございませんので、

例えば実費部分に対して払うとか、そういった考え方は独自にできるかと思ってございます。 

○【重松朋宏委員】 でしたら、国立市内の幼稚園で実費部分が幾らぐらいで、都の補助と仮に市が

上乗せするとしたら、どれぐらいになるのかという計算はされていますか。もしされているようだっ

たら教えていただければと思いますけれども。 

○【川島児童青少年課長】 先ほどからお話しが出ています都の補助の部分につきましては、これは

無償化の一環で、都内の幼稚園の平均の年間の保育料33万円と無償化の部分の30万8,400円、こちら

を埋める部分を都のほうで出すというようなお話でございますので、こちらは保育料のほうにかかっ

てくるかと思います。実費部分についての試算というのは、現時点では特にしてございません。 

○【重松朋宏委員】 ということは、逆に都の上乗せ分も含めて、実際の保育料が下回っている場合

は実額で支払われるわけですよね。それに加えて、教材費だとかというような形で上乗せで出ている

部分については、都の補助も充てるわけにはいかないと。そこは純粋に市の補助、上乗せ分でしかで

きないということですか。 

○【川島児童青少年課長】 都の補助につきましては、33万円までしか出ませんので、そちらの部分

については、実費等に充てられることはできないと考えてございます。 

○【重松朋宏委員】 というのは、例えば我が家の子供、保育料だけですと、たしか年間30万円いか

ないぐらいなんです。教材費がたしか月2,000円だったので１万幾らかと。これは実費になるので、

保育料に入らないというふうになると、都の上乗せ部分でもそこは支出してはいけないということに

なると。そこに対して、ある程度無償化をするのであれば、市の補助でしかできないと考えてよろし

いですか。 

○【川島児童青少年課長】 委員おっしゃるとおりでございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。かなり私的なところを出してしまったんですけれども、これは

あくまでわかりやすくということですので、国立市内の各園の保育料の平均がどれぐらいあるのか、

その上の実費部分がどういうものでどれぐらいあるのかということも、具体的な数字で比較検討しな

がら、保育園となるべく公平・公正なラインをわかりやすく提示していただければと思います。以上

です。 

○【上村和子委員】 幼児教育・保育の無償化というのは、究極的には少子化対策、生涯にわたる人

格形成の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑みた政策ということで、私が一番で気になっているのは、
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対象になるかならないかのぎりぎりのところのマイノリティーの子供たちへの幼児教育に関してです。

例えばですが、矢川にあったインターナショナル幼稚園というんですか、何かありましたね。それが

今、玉川上水のほうに引っ越したということもあるんですけれども、つまり、そういうような外国に

ルーツを持つ子供たちが、もしくは日本の人たちも選ぶのかもしれませんけれども、行っている、そ

ういうインターナショナルの幼稚園等、そういったマイノリティーの子供たちの幼児教育に関する無

償化の適用というものはどういうことになっているんですかね。自治体の裁量というのはどの程度働

くのでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちらは国の通知等で確認する中では、そういった施設につきましては

対象にならないというふうな形で認識してございます。 

○【上村和子委員】 本当にそうですか。本当にそうなんですか。 

○【永見市長】 くにたちキッズの話だろうと思いますけれども、今、玉川上水にある、あれはたし

か東京都の無認可保育所の届け出か何かをしているはずです。ただ、そうなると風の子と同じなので、

保育認定があればということになるはずです。ですから、今の構成、そこへ通われているお子さん、

多国籍の方々が保育認定がとれるかとれないかということで変わってくるのではないかなというふう

に考えます。 

○【上村和子委員】 ここをしっかり研究してくださいと言ったと思うんです。私が調べたところに

よると、５カ年の猶予期間というんですか、東京都福祉保健局にちゃんと申請して、何らかの手続を

とって運営をされていて、実態があるということであれば、５カ年間は適用できると。その５カ年の

中で、そういう基準になっていくみたいな、そういう状況があるけれども、ただ、さまざまな条件が

あって、確実に無償化の対象になるかと言ったらわからないというのが現状だと思うんです。だから、

わからないと、やれるかもしれないし、誰が頑張ればいいのかとかあるけれども、結果的にマイノリ

ティーの子供たちが外れていくという現状があるということです。やっぱり外れる子があってはいけ

ないと私は思うのですけど、いかがですか、市長。条例上もですね。 

○【永見市長】 その点は十分、私の孫もあそこへ行っていましたからよく知っておりますが、どう

いう施設かもわかっておりますけれども、それがどういう形がとり得るかということは十分調査をさ

せていただきたいと思います。私の知っている範囲では、私が答弁したとおりなんですけれども、そ

こでどういう課題があるのか。あるいは国立市にお住まいのお子さんで、相当高い費用ですから、所

得階層が低い方はなかなか行ける施設ではないとは思います、現実のことは。ですけれども、マイノ

リティーというか、多国籍であるがゆえにハンディを背負うのか、制度上どうなっているかというこ

とは十分、国立市民が不利益をこうむらないような、どういう形がとれるかということは勉強させて

もらいたいと思います。 

○【上村和子委員】 見ると、就学前のしょうがいのほうの施設ですかね、発達相談とか、ああいう

ところに通っている子供たちも対象にはなっていると、福祉的にはなっている。じゃあ外国にルーツ

のある子供たちとか、あそこを選んだ子供たち、いわゆる日本の中の幼児教育・保育の対象になるか

ならないかって、そこのところを選んでいる人たちが、これは例えば、私は就学前の自主学校、遊み

たいな、シュタイナーみたいな、そういうのがあるのかどうかわからないんだけれども、そういうも

のを選んだ人たちも対象にならないと、本来の意味ではよくないんじゃないかと思うんです。外れる

ということは、とてもよくないことなので、どうしても国の制度が追いつかない場合は、単独の補助

制度を検討してください。そこもあわせて10月の施行段階で、自分たちだけ外されるというようなマ
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イノリティーの子供たちが出ることがないように、要望とかそういう、特殊な環境かもしれないけど、

そういったことを選択している保護者の方の声とかも十分調査されていただきたいということを強く

要望しておきます。以上です。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(5)幼児教育・保育無償化についてを終わります。 

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

 報告事項(6) 保育所利用者負担額見直しの検討状況について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(6)保育所利用者負担額見直しの検討状況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。 

○【川島児童青少年課長】 それでは、報告事項(6)保育所利用者負担額見直しの検討状況につきま

して、御報告をさせていただきます。報告内容につきましては、福祉保険委員会資料№40となります

ので、そちらをごらんいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 私はここでやろうと思っていたもので。未来事業団への職員派遣の議案にも係

るんですけれども、派遣法で、市の職員の派遣は原則３年で、 長５年というふうに……。 

○【青木淳子委員長】 ６番、利用者負担額。 

○【重松朋宏委員】 失礼しました。次やります。ごめんなさい。 

○【青木淳子委員長】 よろしいですか。ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(6)保育所利用者負担額見直しの検討状況についてを終わります。 

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

 報告事項(7) 国立市社会福祉事業団設立の進捗状況について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(7)国立市社会福祉事業団設立の進捗状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。事業団設立準備担当部長。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 それでは、国立市社会福祉事業団設立の進捗状況につきまして

は、福祉保険委員会資料№44に基づき報告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 失礼しました。説明を省略していただいたために、どの事業かもわからなかっ

たんですけれども。派遣法で、市から事業団への派遣は原則３年で、 長５年というふうに決まって

いるので、移行後すぐは保育士は継承されるけれども、穏やかに入れかえると言っても、５年たった

ら全員いなくなっているという可能性があるわけですよね。今の国立市の公立保育園は、保育園の卒

園生が小学生になってもふらりと顔を出したりというような関係もあって、そういったときになじみ

のある保育士さんが１人もいないというようなことにはならないように、配慮が必要かなと思うんで

すけれども、まず、現在でも公立保育園の保育士はそれぞれの園を異動したり、市役所に来たりとか

というふうになっていますけれども、おおむね異動って何年ぐらいで１つの園から異動していくので

しょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 現状、各４園の保育士の異動ですけれども、これについては、

１つは、各園の子供の状況ですとか、保育士さん、それぞれ持っている御事情、あるいは希望とかを
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含めて、その事情によって異動というのは違います。基本的には、先日も議論されていますけれども、

卒園まで、ある程度担任の先生が見る体制ですとか、あるいは継続性、例えばゼロ・１・２歳の持ち

上がりを大切にする部分ですとか、あるいは卒園前の４・５歳、その部分の継続性を大切にする。た

だ、保育園にお話を聞きますと、園の中でもいろいろな先生がかかわることが大切なのでというお話

を聞いておりますので、そういった１つの保育園の環境と、あと４園の全体の中で、今まで異動をさ

れていると思います。ただ、それは当然、人事事にもかかわりますので、その辺はまた、何人という

ことは言えませんけれども、そういった中でうまく保育園運営というのを今までやってきたと思って

ございます。 

○【重松朋宏委員】 市役所ですと、私の認識では大体３年ぐらいで、１つの目安で異動していくの

が多いかなと見ているんですけれども、保育園の場合はなるべく継続性というのがあるので、それが

ある程度長くなっているのはわかるんです。おおむね何年が１つの目安とか、そういうものがないと

いうことでよろしいですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 今、委員おっしゃるように、３年、あるいは５年とかいう形で

あろうかと思いますけれども、一概には言えないのではないかということで、今、手元にそういった

データというのはございません。私がこの５年間を見ていく中では、そういう異動の中で、長い方も

いらっしゃいますし、各園の状況のバランスというんでしょうか、新人が入ってくると、それに対し

ての補充、いわゆるベテランがある程度見なくてはいけないという体制の考え方がありますので、何

年というのはないのではないかと思います。ただ、定期的には、今委員がおっしゃるような形で動い

ていると思います。 

○【重松朋宏委員】 私は、先日、ほかの議員も含めて、職員組合の保育園部会の方が呼んでくださ

った中では、長い人では10年ぐらいいらっしゃる方も、そこの園の子供たちの状況もありますし、ほ

かの保育士との関係もありますので、そういう形で１つの園に長くいらっしゃる方もいらっしゃいま

すけれども、それはこれからできなくなるということですよね。そこで、例えば派遣という形ではな

くて、事業団のほうに移籍するというのを可能にするとか、あるいは毎年何人かを市やほかの園に戻

しつつ、例えば数年でまたもう一度再派遣して、５年たっても、あるいは何年たっても公立時代の職

員が何人かはいるというようなことも具体的に検討してほしいと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 これは事業団をこれから設立する中で、１つの大きな課題だと

思います。今言った５年というのは、あくまでも派遣の引き上げ、 大の引き上げ期間ですので、今、

委員おっしゃるように、例えば何人か引き上げてきて、その中でまた戻ってくる。あるいは４園の公

立保育園に保育士がおりますけれども、全体の人事ということもありますので、そういった中で、環

境が変わらないような形というのがベストというか、ベターというか、そういった形を考えていきた

いと思います。 

 それと、これは５年で途切れるということではなくて、それ以降も交流的なものも続けますので、

公立保育園と事業団というのは絶えずお互いに切磋琢磨することがありますので、そういったことで

は途切れないような形のものを考えていきたいと思っております。 

○【重松朋宏委員】 交流ということは、逆に固有職員として事業団が採用した人を、市内のほかの

公立保育園や市役所のほうで逆に派遣するという人事交流もあるということですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 保育整備計画をつくった当初から、そういう議論をさせていた
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だきましたけれども、公立保育園の中でも外の風というところも必要になりますし、お互いに知る部

分がありますので、そういった形も当然考えていきたいと思っています。 

○【重松朋宏委員】 そこで、意見として、私はこの事業団園をうまく育てていきたいなと思ってい

るんですけれども、現場の保育士の方や保護者の方はすごく不安が、特に穏やかに入れかわると言っ

ても、結局５年で全部いなくなってしまうんじゃないかとか、そういう不安がおありのようですので、

何年度に何人ぐらいを市のどこに移して、何人を固有職員として採用して市から派遣していくという

ような、具体的な見通しを、特に現場の職員の方と話し合っていただきたいと思います。 

 本当に事業団をよいものにしていくためには、何よりも現場の職員や保護者の市民に行政不信にな

らないように、一緒に相互信頼をつくるための共同作業をしていっていただきたいと思います。 

 そこで、固有の職員についてです。恐らく固有の職員と派遣の職員と、同じ保育士でも混在してい

くことになろうかと思うんですけれども、その場合の給料体系は、派遣職員と固有採用の職員で、そ

こで給与体系に格差があると、同一価値労働同一賃金の原則にも反しますし、一緒に何かやろうと言

ったときに、どうしても溝ができてしまうと思うんですけれども、給料体系は、国立市の保育士の給

料体系に準ずると見てよろしいんでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 派遣につきましては、これは当然、今、市の職員体系の中で派

遣、職責の形を変えずに行くという形で内容も変わりません。ただし、今後、設立して、もう１つの

大きな課題ですけど、市のどういったプロパーを採用して、どういう給料体系にするか。これは今、

例えば他の自治体の事業団、保育園も事業団の比較ですとか、そういうものをしながら、現状をどう

やるか、今比較しております。その中で、今、働きやすい環境ができるような形の賃金体系はどうか

ということを、これは独自に考えなくてはいけません。それがストレートに、今の市の職員と同等、

あるいは近いものかというようなことで、それは当然働き方が近ければ、それに近いものですけれど

も、一方では、公務員としての立場で行くものは公務員としての保育士としての役割がございますし、

事業団としては事業団の職員としての職務がありますので、そこは分かれてしっかりと考えるものだ

というふうに認識しております。ただ、これは引き続き、事業団が設立した後にも、もう少し審議し

ていきたいということでございます。 

○【重松朋宏委員】 ということは、同じ保育士で、同じクラスを受け持って同じことをしていても、

公務員採用で派遣されている保育士と事業団採用されている保育士は役割が違うと、だから同一価値

労働ではないので別賃金、同じ仕事をしていても、こっちとこっちで給料とか待遇が違うということ

はあり得るということですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 ここは厳密に言うと、難しい問題だと思いますが、まず、職務

をどういったもので捉えるかということで、内容というんでしょうか、保育という形で捉えれば、こ

れは同一、今、委員がおっしゃるように同一的なものと捉えますけれども、実際、その中でも、派遣

という形で、新しく運営する保育園をどう公立の保育士が考えるかというところも含めて、１つは違

いがあると思っています。ただ、一方では、保育内容については、運営に携わる者としては非常に近

い、近いというか、同じクラスを２人で持てば、それは同一の仕事業務になりますので、そこの差と

いうのはつかないと思います。そこを、働き方等含めてどう考えるかというのは、今後の課題という

ふうになってございます。 

○【永見市長】 るる御答弁させていただいておりますけれども、具体的にまだ内部的に、今、重松

委員がおっしゃったことについて、庁内的に検討し、そして理事者レベルまで合意をした内容のもの
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は一切まだございません。今、御指摘いただいたように、同一労働同一賃金、あるいは園の運営が円

滑でなければならないという１つの命題があります。それに対して、どういう賃金体系をつくってい

くのかというのは、これからの議論ですので、これは理事者レベルで引き取らせていただいて十分検

討した上で、こういう場で御報告ないしは御理解いただく場をつくってまいりたいと思っております。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。ぜひとも難しく考えないように、そんな難しいことではないの

で、難しく考え始めると、どつぼにはまりますので、むしろどういう仕事をしていくのかというシン

プルに考えていただければと思います。これは正規職員についてです。 

 もう１つ、非常勤の非正規の職員について、今の公立保育園はかなり非常勤の職員、しかも勤続年

数が長目の人が多くて、そこに支えられています。その方たちがどうなるのか。時給で見た待遇でい

うと、正職採用の保育士の半分以下ということになるわけですけれども、正職員は事業団に恐らくほ

とんどの人はそのまま派遣されますよね。今、非正規で働いていらっしゃる方はどうなるのか。事業

団で継続雇用という形ができるのかどうかということと、もう１つ、それを契機に賃金面での待遇も

事業団採用の正職員に合わせていくということも進められるじゃないかと思いますけれども、いかが

でしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 この件も来年度、会計年度任用職員制度、これとの兼ね合いが

ございます。まずは現行の制度からどう移るかということが課題になりますので、そこの中で事業団

としてどういう雇用をするか。ただ、雇用される方々からすれば、条件が変わる中で、こちらのほう

に来てくださいというものではないと思いますので、その辺の変化とか、採用条件など含めて、それ

は申しわけございませんけれども、その辺も来年度の制度設計とあわせてどう比較していくかという

ことで、これからの課題となっております。 

○【重松朋宏委員】 これからまだ開園するまで２年ちょっとあるので、きちんと非正規の職員につ

いても、保育現場はそこで支えられている部分が大きいので考えていただければと思います。 

 武蔵野市は公益財団法人の武蔵野市子ども協会に移行することによってふえた国の補助金を使って、

逆に正規職員をふやすというようなことをやっています。逆に三鷹市などは同じく、あそこは社会福

祉事業団に移行しているんですけれども、それを正規職員化だとか職員の待遇改善に使うというより

は、ほかの保育園を開設するほうに、国からの補助金がたくさん来て、委託料が少なくなった分を充

てているというような現実があります。お金の面でだけ事業団を進めているというふうに見えないよ

うに、そこで働いている人の働く労働の質というのは、保育の質に直接かかわってくることですので、

正職員、非正職員を含めて、改善を図っていっていただきたいと思います。 

 後にもう一点、事業団の職員は公務員ではなくなるので、労働基準法や労働契約法が適用される

ことになりますよね。ということは、民間労働者なので労働基本権が付与されることになるので、事

業団採用の有期雇用の非正規職員、５年で無期雇用に転換されることになろうかと思うんですけれど

も、それでよいのか。その１点だけ、 後に確認しておきます。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 派遣職員という中で。 

○【重松朋宏委員】 ではなくて。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 固有のほうですね。申しわけございません。その辺も今言った

期間とか含めまして、これから検討ということになります。申しわけございません。 

○【重松朋宏委員】 後に、事業団そのものの事業の将来的な拡大は考えているかどうかについて

１点伺っておきます。当面は矢川保育園の移行に集中されると思うんですけれども、それ以外の将来
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的な事業拡大を考えているのか、あるいは矢川保育園の開設に当面は集中されるのか伺っておきたい

と思います。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 今、現段階で具体的には、資料の１ページ目にあります。これ

は３月の平成31年第１回定例会でも報告させていただきました。１点目は、矢川保育園の運営という

ことと、それ以外に幼児教育センター、これは矢川の複合施設にかかわる、そういった事業の関係、

あるいは複合施設そのものを指定管理というか、そういったことも検討しております。 

 ３点目は、これも同じく矢川複合施設の子ども家庭支援センター、これは市が子ども家庭支援セン

ターの機能を整理する中で、ひろば事業というのも１つの広がりある事業として事業団が請け負うと

いうことも検討していきましょうということです。ただし、ここは、具体的に提示されておりますけ

れども、事業団がどういう事業団を目指すかというのは、今ちょうど審議しているところです、準備

会のほうで。 

 今、考えているのが、事業団というのは、市と事業団の関係を例えさせていただきますと、例えば

１つの駆動装置というか、動く装置に例えれば、市のほうがエネルギーに当たる電気であるとか電池

であるとか、それに対して、モーター部分の動かす部分が事業団と考えています。それはどういうこ

とかというと、例えば市のいろいろな子育て支援の制度や仕組み、そういったものは市がしっかりや

っていくと。それをさらに具体的に動かしていくもの、それを、こちらの事業団の設立趣意に書かれ

ています「中核的な担い手」というふうに表現しておりますけど、そういった形を考えています。で

すので、今考えている理念とか方向性をしっかり探る中で、何でも請け負うものが事業団とは考えて

おりませんので、具体的に、先ほど示したものですけれども、そういったところを見ながら、ある意

味、市の支援をさらに進めるもの、そういったものを含めて、どういったことがやるべきものかとい

うことをしっかり見据えながらやっていきたいと思っています。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。当面は、この資料の１ページにある３つの事業に集中して取り

組まれるということでわかりました。ただ、立川の子供未来財団ですとか、武蔵野市の子ども協会な

んかはかなり手広く、あと三鷹の社会福祉事業団は、たしか特養なんかも含めてかなり手広くされて

いるんですけれども、その中の質をきちんと、そこで働いている人の労働環境も含めてしっかりと見

ていきたいなと思います。 

 後にもう一点、これは意見にとどめますけれども、６ページで矢川保育園新園舎整備の検討状況

というのも入っていますので、福祉事業団設立だけではなくて保育園の新園舎の整備については、多

摩産の木材の活用を検討していただきたいと具体的に申し上げておきます。森林環境譲与税を活用す

ることができますし、公共建築物に対する補助制度などもありますので、それらも今のうちに、検討

するのは、多分今年度になりますので、具体的に検討していただければと思います。以上です。 

○【望月健一委員】 端的に意見だけ申し上げます。この後に恐らく陳情の件で打ち合わせを控えて

いる課長さんもおられると思うので、意見だけ。本当は質疑をしたかったんですけれども、やめて意

見だけ申し上げます。 

 ３ページ目の「保育・幼児教育の質を高めることにより、貧困の連鎖を断ち切り」とあるので、非

認知能力を高める幼児教育に関しまして、現在のものを含めて、支援が必要な子供たちにしっかり届

くような仕組みをつくってください。お願いします。 

 あとは事業団の今後の方向性ですけれども、矢川園のことを含めて丁寧なプロセスを経て、じっく

りと時間をかけながら拡大をするならば、私は拡大もいいと思っているんですが、ただ一方で安易に、
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しっかりと検証した上で行っていただきたいということを要望します。将来的には、学童も含めて職

員さんの交流が図れるような仕組みをつくってください。 

 あとは、先ほど他の委員もおっしゃっていましたけれども、職員の派遣に関しては、保育士の入れ

かわりによって子供たちの環境が変わるということができるだけないように、そこをまず第一に考え

ていただきたい。そこだけを要望して終わります。以上です。 

○【柏木洋志委員】 １件だけ端的に質疑をさせていただきます。今回、この事業団に関して、保育

の質を守りながら、なおかつ向上に努めていくという、で事業団をやるということかと思いますけれ

ども、その過程で、例えば市のほうから見て、それこそ保育の先生の入れかわりですとか、また、環

境的なところで、ここはどうなのかという懸念点を持った場合の話です。そのときは何かしら市とし

て、事業団に対して意見や、ないし決定権などを持つことはできるのでしょうか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 まず、事業団としてというか、市として、これは派遣という形

になります。職員がしっかり子供の保育環境をよく考えていくということで、しっかりそれはやって

いきます。それとあと、実際に動き始めて、事業団として、今度、立場としてそれを継承できるかと

いうことは、それはよく市と協議して担保していくと、そういう形がベストであると思っています。 

○【松葉子ども家庭部長】 理事会のメンバーには子ども家庭部長といいますか、担当の部長も理事

の中に入っていくことになります。であれば、事業の内容ですとか、事業の評価ですとか、保育の質、

内容、そういうことも含めて、当然、その園から説明を受けるなり、毎時の報告を受けた中で、指摘

するなり、指導というものも出てくるんじゃないかなと考えております。 

○【上村和子委員】 ２つあります。１つは、本事業団が矢川保育園を事業団方式に変えたといった

ときに条件をつけました。これをきっかけにずるずると民営化が進んでは困るということです。事業

団に市がちゃんとかかわりましたので、この事業団でやる矢川保育園の 初のモデルケースがしっか

り検証されて、そこにかかわっている、市から出向した職員、そして保護者、ここが、ここまで整っ

たらば、ほかにもう１園ふやしてもいいという、十分な検証と評価と、そしてかかわっている職員と

保護者の合意がなければ、次の２園目の民営化はあり得ないと、事業団化はあり得ない。ここは確認

がとれていると思っていますが、十分な検証なくして２園目を検討することはないと。これは確認と

れたと思っているんですが、それでいいですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 これは保育整備計画を作成して、各委員会、議会のほうに何度

か報告させていただく中で、一番大きな焦点だと思います。その中で、やっぱりこれはしっかり検証

して、それで単年度で実績出たよということではなくて、継続して検証していくという中で、それが

当然、保護者、あるいは現場とか含めて、皆さんが御納得いただくようなデータというか含めて、そ

の中で次へという話になりますので、まずはしっかりそこをやっていくというのがお約束していると

いうことになります。 

○【上村和子委員】 これね、今まだ、例えば馬橋部長、それから松葉部長とか、市長もそうですけ

ど、私たちもそうですけど、 初の原点にかかわった人間はちゃんと確認しているんです。これが世

代が変わったときに崩れませんように、どこかで明言化しておいてください。そうでないと要らぬ不

安が生まれます。 

 それともう１つ、これはいい面ですけれど、 後の質問ですが、事業団の設立趣意書、これすごく

いいですね。さっき望月委員が挙げましたけれども、３ページに掲げている、まず、貧困の連鎖を断

ち切り、安心して子供を産み育てることのできる環境をつくると。そして、自己肯定感を持ち、非認
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知能力を磨くと、将来に向かって生き抜く力を身につけていく。３番目にソーシャルインクルージョ

ンを入れると。調査・研究・実践を通じて、子供一人一人が夢と希望をかなえ、未来に向かって光り

輝き、自立した生活を営むことができる次世代育成する。 後に、ここが中核拠点になると。私とし

ては、これはすばらしいと。これを早く市民に向けて公表し、事業団はこういう目的で、国立市は、

国立市がオーナーになるわけですから、国立市としては、こういう事業団をスタートさせるんだとい

うことで、汐見先生などに講演していただくみたいな、この趣意書を、これはビジョンですから、こ

れをできるだけ早く市民に向けて、９月までの間にでも、９月以降と考える必要はないと思うんです。

早くこのことは市民の皆さんにお知らせ願えたらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。 

○【馬橋事業団設立準備担当部長】 この趣意書をつくる、事務局でたたき台をつくって、まだまだ

煮詰めている段階です。委員長の汐見先生にもいろいろと御議論いただいて、まだこれで完成されて

いないという状況です。やっぱりここが一番大切だということで、特に先ほど出たソーシャルインク

ルージョン、これはすごいいい言葉だということもその会議の中で出まして、もう少しここは議論さ

せていただきたいと思っています。 

 事業団がやっぱり、私もこれをやっていく段階で、おくればせながら気がついたんですけれども、

これからいろいろと事業団が実際に動き出すときに、ある意味、市の広告塔ではないですけれども、

子育て支援、保育事業、幼児教育をしっかりやっていくという１つの組織になりますので、絶えずそ

ういったアピールというか、宣伝していく、あるいは何を目指していくか、しっかりやっていくとい

うのは大切なことだと思いますので、そういったことでは、当然、いろいろな機会でやっていきます。

これはでき次第、委員がおっしゃるようなことはやっていきたいと思います。確認次第ですね。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(7)国立市社会福祉事業団設立の進捗状況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。 

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

○【青木淳子委員長】 これをもって、福祉保険委員会を散会といたします。 

午後５時２０分散会 
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  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。 

 

   令和元年６月１８日 

 

 

 

    福 祉 保 険 委 員 長       青  木  淳  子 
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