
－ 1 － 

令和元年９月９日（月）  場所 委員会室 

 ○出席委員 

    委員長       遠藤 直弘        委員        小口 俊明 

    副委員長      住友 珠美         〃         藤江 竜三 

    委員        石井 伸之         〃         稗田美菜子 

     〃         古濱  薫                        

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

 ○委員外議員 

    議員        上村 和子        議員        望月 健一 

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

 ○委員外出席者 

    陳情者       間瀬英一郎        陳情者       網野 一也 

     〃        矢田冨士子                       

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

 ○出席説明員 

    市長        永見 理夫        子ども家庭部長   松葉  篤 

    副市長       竹内 光博        施策推進担当課長  清水  周 

    教育長       是松 昭一                        

                           生活環境部長    橋本 祐幸 

    政策経営部長    藤崎 秀明        （兼）防災安全担当部長 

    市長室長      吉田 徳史        まちの振興課長   三澤 英和 

    政策経営課長    黒澤 重德        (兼)都市整備部特命担当課長         

    課税課長      山田 英夫                        

    収納課長      毛利 岳人        都市整備部長    門倉 俊明 

                           都市整備部参事   江村 英利 

    行政管理部長    雨宮 和人        国立駅周辺整備課長 関野 達也 

    総務課長      津田 智宏                        

    建築営繕課長    近藤 哲郎        会計管理者     矢吹 正二 

    情報管理課長    林  晴子                        

    法務担当課長    中村さゆり        教育次長      宮崎 宏一 

    職員課長      平  康浩        教育総務課長    高橋  昇 

    防災安全課長    古沢 一憲        教育施設担当課長  古川 拓朗 

    検査担当課長    村山 幸浩        （兼）政策経営部資産活用担当課長 

    市民課長      吉野 勝治        教育指導支援課長  三浦 利信 

                           指導担当課長    荒西 岳広 

    健康福祉部長    大川 潤一        生涯学習課長    伊形研一郎 

    福祉総務課長    関  知介        市立学校給食センター所長 土方  勇 

    (兼)都市整備部福祉交通担当課長                       公民館長      石田  進 

    高齢者支援課長   馬塲 一嘉        くにたち中央図書館長 尾崎 清美 



－ 2 － 

選挙管理委員会事務局長 玉江 幸裕 オンブズマン事務局長 田代 和広

監査委員事務局長 佐伯 真 

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

○議会事務局職員

議会事務局長 内藤 哲也

議会事務局次長 波多野敏一

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

○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 陳情第10号 国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に基づく市の努

力義務に関する陳情 

(2) 陳情第20号 核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める陳情

(3) 陳情第23号 子どものいのちを支え、育ちを見守る学校給食の提供の継続を求める陳情

(4) 第44号議案 国立市印鑑条例の一部を改正する条例案

(5) 第45号議案 職員の給与に関する条例及び国立市職員退職手当支給条例の一部を改正す

る条例案 

(6) 第49号議案 国立市消防団に関する条例の一部を改正する条例案

(7) 第50号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案

（歳入のうち所管する部分、総務費、民生費、教育費、公債費、諸支出金） 

(8) 第54号議案 国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条例案

(9) 第55号議案 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案

２．報告事項 

(1) 「国立市総合オンブズマン平成３０年度年次報告書」について

(2) 使用料・手数料の見直しについて

(3) 第５期基本構想第２次基本計画の策定状況について

(4) （仮称）国立市行財政改革プランの策定状況について

(5) 平成30年度国立市教育委員会活動の点検・評価報告書について

(6) 学校給食費の改定（案）について

審  査  結  果  一  覧  表 

番 号 件 名 審 査 結 果 

陳情第１０号 国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条

例に基づく市の努力義務に関する陳情 

１ . ９ . ９ 

採 択

陳情第２０号 核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める陳情 １ .９ ． ９ 

不 採 択 
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番    号 件           名 審 査 結 果 

陳情第２３号 子どものいのちを支え、育ちを見守る学校給食の提供の

継続を求める陳情 

１ . ９ . ９ 

不 採 択 

第４４号議案 国立市印鑑条例の一部を改正する条例案 １ . ９ . ９ 

原 案 可 決  

第４５号議案 職員の給与に関する条例及び国立市職員退職手当支給条

例の一部を改正する条例案 

１ . ９ . ９ 

原 案 可 決  

第４９号議案 国立市消防団に関する条例の一部を改正する条例案 １ . ９ . ９ 

原 案 可 決  

第５０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案 

（歳入のうち所管する部分、総務費、民生費、教育費、

公債費、諸支出金） 

１ . ９ . ９ 

原 案 可 決  

第５４号議案 国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条

例案 

１ . ９ . ９ 

原 案 可 決  

第５５号議案 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関

する条例案 

１ . ９ . ９ 

原 案 可 決  
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午前１０時開議 

○【遠藤直弘委員長】 おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから総務文教

委員会を開きます。 

 議題に入ります前に、去る９月１日付の人事異動に伴い出席説明員に異動がありましたので、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】 おはようございます。 

 それでは、私から市長部局の出席説明員について御紹介させていただきます。 

 都市整備部国立駅周辺整備課長、関野達也でございます。 

 次に、生活環境部まちの振興課長との兼務となりますが、都市整備部特命担当課長、三澤英和でご

ざいます。 

 都市整備部主幹、内山猛でございますが、病気療養中のため欠席させていただきます。 

 なお、法務担当課長ですが、交通機関の運転見合わせの影響により遅参となります。以上でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 以上で、説明員の紹介を終わります。 

 ここで防災安全担当部長より、発言を求められております。これを許します。防災安全担当部長。 

○【橋本防災安全担当部長】 改めまして、おはようございます。昨日、本日の台風15号の関係につ

きまして御報告をさせていただきたいと思います。台風の対応についてでございますが、市役所の関

係課職員及び消防団で警戒に当たりました。議員の中にも何人かいらっしゃいますが、消防団の皆様

には夜通しの警戒をいただきまして、どうもありがとうございました。 

 さて、被害の状況でございますが、さくら通りまた東地域の一橋グラウンドの南側の木が倒木など、

数カ所倒木がございました。また、落枝、枝が落ちることが一定程度ございましたが、幸いにも人的

被害がなく、一部フェンスの損傷などがありましたが、大きな損壊はありませんでした。 

 なお、本日、小中学校は２時間おくれの開始といたしまして、その分、学童を朝から開設しており

ます。報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 ありがとうございました。 

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

 議題(1) 陳情第１０号 国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に基づく市の努

力義務に関する陳情 

○【遠藤直弘委員長】 それでは、議題に入ります。 

 陳情第10号国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に基づく市の努力義務に関す

る陳情を議題といたします。 

 陳情者から趣旨説明と、お手元にございます資料配付をしたいとの申し出がありますが、これを受

けることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

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

○【間瀬英一郎陳情者】 着座にて失礼いたします。 

 では、趣旨説明のほうは、まず陳情書を読み上げさせていただいた後に、補足発言を追加でさせて

いただきます。補足発言の際には、お手元に配付してあります資料、Ａ５の資料がありますので、そ

ちらも参考にしながら補足発言を聞いていただければと思います。 
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 それでは、陳情書の読み上げを始めます。 

 国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に基づく市の努力義務に関する陳情。 

 陳情の趣旨。国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例、平成30年４月１日施行は、

その第２条10において、積極的改善措置の用語を、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会

について、性別による格差が生じているとみられる場合に、格差是正のために必要な範囲において、

当該機会を積極的に提供することをいうと定義し、その第11条積極的改善措置において、市は性別に

よる固定的な役割分担の意識があると認める場合、または性別を起因とする理由により参画する機会

に不均衡があると認める場合にあっては、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとするとの努力義

務を定めている。 

 国は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、通称女性活躍推進法、平成27年９月４日施

行において、地方公共団体に対し特定事業主の女性職員の活躍に関する状況の把握、課題分析、その

課題を解決するのにふさわしい数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定、公表を義務づけて

いる。 

 国立市は、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画、男性職員の育児休業に関わる

取得率について数値目標を設定しているのと、国立市女性活躍推進アクションプラン、平成27年７月

策定の２点をもって、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画と位置づけている。当該の行動計

画では、内閣府令で定められた状況把握のための複数の項目が求められており、その項目の１つに、

管理的地位にある職員、いわゆる管理職に占める女性職員の割合がある。 

 立川市や国分寺市では同様の行動計画において、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の

数値目標、立川市は20％、国分寺市は15％を定めた上で、毎年度実績値を測定して進捗状況を適宜公

表している。 

 翻って、国立市女性活躍推進アクションプランを顧みると、市全体の管理職における女性管理職の

割合は決して高くないことや、管理職を目指す女性職員が多くないという現状があるため、これから

は女性職員が活躍しやすい環境の整備を図り、リーダーシップのある多くの女性職員の活躍が組織に

とって大きな役割を果たすことになるとの現状・課題認識のもとで、平成32年、令和２年３月31日ま

でを計画期間として、女性が管理職を目指すために必須の３本柱と銘打ったアクションプランを設定

し、まとめの 後に、性別に限らず誰もが管理職を目指したくなるような市役所を目指して、アクシ

ョンプランに基づいて改革を推進すると述べている。 

 しかしながら、この国立市女性活躍推進アクションプランでは、管理的地位にある職員に占める女

性職員の割合の数値目標は定められておらず、また、策定時の状況把握のための実績値を除き、毎年

度の実績値を測定して進捗状況を適宜公表するといった取り組みも見られない。しかるに、平成31年

４月１日現在管理職名簿によれば、記載のある62名の職員氏名のうち、女性とおぼしき職員氏名は５

名であり、管理的位置にある職員に占める女性の割合は８％ほどにすぎない。管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合の数値目標を掲げる立川市や国分寺市の実績値が経年増加し、既に15から

20％に迫る割合であることを踏まえても、当市の現況について、女性職員が活躍しやすい環境の整備

がいまだに不十分であり、市の積極的改善措置の努力義務が果たされていないものと認識、評価せざ

るを得ない。 

 陳情事項１、市は、管理職における性別の不均衡を是正するため、実効性のある積極的改善措置を

施す。２、市は、積極的改善措置の実効性を図るため、現行の男性職員の育児休業に関わる取得率に
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加えて、管理的地位にある職員、管理職に占める女性職員の割合についても、特定事業主行動計画の

数値目標として設定し、毎年度実績値を測定して進捗状況を適宜公表する。以上が陳情書の文面にな

ります。 

 続いて、補足発言です。お手元の資料を見ながらお聞きいただければと思います。 

 国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例で定義されている積極的改善措置は、一

般にポジティブアクションという片仮名語で呼ばれています。意味は同じです。内閣府男女共同参画

局のウエブサイトにもポジティブアクションを特集したページがあります。その内閣府のページでは、

ポジティブアクションの手法として３つの手法を分類して紹介しています。これがお手元の資料にな

ります。 

 手法の１つ目はクオーター制です。これは性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法です。

前回の国立市議会の定例会の一般質問でもクオーター制に関する話題が取り上げられていました。 

 続いて２つ目はゴール・アンド・タイムテーブル方式です。これは達成すべき目標値と達成までの

期間の目安を示して、その実現に努力する手法です。この手法は本件の陳情事項の２に相当します。 

 ３つ目は基盤整備を推進する方式です。これは女性の参画の拡大を図るための基盤の整備を推進す

る方式です。市がこれまで国立市女性活躍推進アクションプランを通じて行ってきた環境整備の手法

がこれに当たります。 

 今回、私が陳情を行おうと思ったのは、平成27年、今から４年前に策定された国立市女性活躍推進

アクションプラン、すなわち先ほどの手法の分類でいえば３つ目の基盤整備を推進する方式では、結

果的に現在、国立市の女性管理職の割合に関して有効な成果、改善の効果が見られなかったからです。

その間、近隣の立川市や国分寺市では女性の管理職の割合がふえているにもかかわらずです。 

 したがって私が提案するのは、これまでの３つ目の手法である基盤整備に加えて、立川市や国分寺

市が採用している２つ目の手法であるゴール・アンド・タイムテーブル方式もあわせて採用しようと

いうものです。３つの手法のうちのどれか１つではなく、３つのうちの２つを組み合わせるというの

がよいという考えです。なお、１つ目のクオーター制については、管理職をふやす対策としては早急

に過ぎるという個人的な考えから、私は消極的です。 

 後に、陳情事項には明記しませんでしたが、リクエストをお伝えします。国立市女性活躍推進ア

クションプランの第２次計画を策定してください。そしてそのプランにおいて、女性管理職の割合に

ついて目指すべき目標値と目安となる期間を設定してください。そして毎年、効果をはかるため、実

績値を公表してください。補足発言は以上になります。ありがとうございました。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 本日は陳情提出、ありがとうございました。では１点だけ質疑させていただき

たいと思います。 

 今回、実は陳情事項１に書いてあります積極的改善措置というところでは、どのようなことを想定

されるのかと思っておりまして、今回、資料に出ていたこのポジティブアクションの手法を積極的措

置の想定ということでよろしいんでしょうか。 

○【間瀬英一郎陳情者】 基本的に国立市女性活躍推進アクションプランという既存のものがあるん

ですけれども、そちらでも積極的に改善していこうというような施策が幾つか載っております。そち

らももちろん続けていただいた上で、それから今、四、五年たっていますけれども、それだけでは効

果がまだ見えていないということもありまして、それに加えてもう少し実効的なことも加えてほしい
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というようなことでございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。確かに私も(3)番を見ると、研修機会の充実とか仕事、

生活の調和、女性の参画の拡大というところは本当にそのとおりかなと思うんですけれど、そこでも

う１つ、女性管理職、この書いてある中では今、国立市は８％ということで、この少なさということ

ですけれども、少ないと感じているところのデメリット、もし女性の管理職が少ないところのデメリ

ット、どんなところにあると考えていらっしゃいますか。 

○【間瀬英一郎陳情者】 そのデメリットというよりも前に、大前提として、性別によってまず差が

出ていること自体はもう根本的におかしいというふうに考えなければいけないと考えております。デ

メリット、例えば92％が男性上司であり８％が女性上司という環境であれば、極めて男性社会的な職

場環境だといいます。どなたかわかりませんけれども、例えば男性から女性に対するセクシャルハラ

スメントみたいなものが、男性社会的な、92％が男性の上司であり８％が女性の上司であれば、発生

しやすいと言えるんじゃないでしょうか。実際に国立でそういった事例があるというふうに伺ってお

りますので、そういったこともデメリットだとは考えております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございました。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 では、当局に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 １点伺います。今、女性が管理職になりづらい要因としまして、出産、子育て、

家庭がございます。それと仕事の両立する条件整備のおくれに私はあるんじゃないかと考えていると

ころなんですけれど、その点について当局はどのようにお考えでしょうか。 

○【平職員課長】 お答え申し上げます。出産と育児であったり、あとは仕事の両立のおくれ、両立

しやすい環境のおくれというところですが、女性活躍推進法が施行されて以降、さまざまな法改正な

どもございまして、育児休業であったり、そういった制度上、休暇なんかも充実してきております。

そういった制度面での進展というのはかなりありましたが、職場の状況としては、やはり育児休業を

とった時にその分の欠員をどうするかとか、そういった面、環境面という意味では、制度は整ってい

るけれども環境をもう少し進めなければいけない、整えなければいけない。そういったところは確か

にあろうかと思います。以上です。 

○【住友珠美委員】 このポジティブアクションの手法の中に、研修機会の充実とありますけれども、

研修について今後充実していくという考えはございますか。 

○【平職員課長】 それは当然ございます。以上です。 

○【住友珠美委員】 以上です。 

○【古濱薫委員】 今、女性管理職の割合が８％だと聞きました。やっぱり就職してからそうやって

力をつけて管理職になるような、やっぱり時間がかかると思います。しかし、どうしても女性には家

庭で育児だとか出産だとかがあって、離職をどうしても選ぶ方も多いと思います。 

 そこで、お尋ねいたします。管理職になるような年齢、適齢期といいますか、そのような時期での

離職率がどうなっているか、また、一旦、ここの職場でなくてもいいんですけれど、おやめになった

方がちょっと子育てが一度一段落して、中途採用などで採用されて、それから管理職についたという、

そういうような例はどのくらいありますでしょうか。わかる範囲でお願いします。 
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○【平職員課長】 管理職になる適齢期での離職率というところでございますが、ちょっと離職率に

ついては年度によってかなりばらつきもありますし、国立市の職場としての把握はちょっとしており

ません。 

 その中で、管理職になる年齢につきましては、組織の人員構成によってかなり変わってきます。例

えば国立市の今の職場の状況としましては、平成６年から平成16年ぐらいまでの間、かなり人員を採

らない、採用を控えていた時期がございました。そういったこともあって、ちょうど今、50を超える、

40後半から50前半ぐらいの管理職になってしかるべきというか、組織運営をお任せしたいような世代

というのが、これは男も女もごっそり抜けているということがございます。そういった意味で、そこ

の部分が管理職に昇任するスピードを速めて、若い、比較的若い管理職がふえてきているというとこ

ろがございます。 

 あと、中途で任用してそこで管理職になった方というのは、中途の採用自体はかなり進めておりま

して、その採用を控えていた時期の年齢による偏りというのは、中途採用をすることで一定程度埋め

ることができる、そういったことで進めております。ただ、そこから管理職になったというのは、済

みません、ちょっとすぐ何名という形でお答えできるほど把握はしておりません。以上です。 

○【雨宮行政管理部長】 １点目の管理職になる年齢の方々の離職率みたいなお問い合わせがござい

ましたけれども、私の認識の中では、例えば40歳ぐらいというふうに仮定をすれば、制度的に先ほど

職員課長が申し上げましたようにさまざまなものが整っていますので、そこに至るところで離職をさ

れていくという方々、これは特にちょっと事務職ということで申し上げますけれども、ほとんどそう

いう例はないであろうというふうに御理解いただければと思います。以上でございます。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。中途で採用されて管理職になった方、はっきり今はとお

っしゃいましたが、ちょっとたしか私の記憶ではいらして、そのお話を聞いたりして、あ、そんなふ

うにいろいろ１回やめて子育てなどをして戻ってきて、いろんな経験をこうやって生かして管理職に

なられた方も、ああそうか、いらっしゃるんだと、本当にその時は感銘を受けた気持ちでありました。 

 また、女性が管理職につけないとかや、話を持っていっても、いいえと引き下がって、つきません、

やりませんというような話もあるそうなんですが、これはやっぱり彼女たちの環境だったり家族の問

題だったりと、女性の問題であるように捉えられがちなんですが、果たしてそれがどうかなと私は疑

問です。国立市としてはそうやって女性が育っていかないような状況、何か障壁があるかとか、やっ

ぱり近隣自治体と比べてもすごく少ないこの原因は何かと考えますか。 

○【平職員課長】 国立市に限ってということでいいますと、先ほどちょっと申し上げましたが、そ

の年齢構成による偏り、これは組織ごとに随分違いますので、それは１つあると思います。 

 あとは、それ以外の側面につきましては、国立市独自というようなことは捉えておりません。この

問題がすぐに解決できない理由としては、やはり原因が１つではないからというふうに考えています。

個人的要因であったり、社会的な要因、あとは組織的な要因、そういったいろんな要因が複雑に絡み

合って今の現状がございますので、そういう意味では、その置かれている状況というのはほかの組織

も同じようなところがあると思います。 

 ただ、国立市においては、組織の構成における人員の偏りというのは、これはちょっとかなり大き

く影響が出ておりますので、国立市が特にというところでは、そういった要因があると考えています。

以上です。 

○【藤江竜三委員】 それではもう少し細かく聞いていきたいんです。年齢構成で足りない層がある
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ということだと思うんですけれども、足りない層があったとしても、足りないなりに通常というか、

普通に割っていったら１対１で女性が管理職になるのかなというふうに思うんですけれど、そうなら

ない組織的な理由というのがどこにあるのかというのをもう少し詳しく御説明お願いできますか。 

○【平職員課長】 組織的な要因と捉えられるかどうかというのはちょっとわかりませんが、これは

先ほど申し上げました管理職になる、もしくは当然それに伴って係長になる年齢というのが若年化し

ている、若くなっているという、我々のいわゆるライフイベントですね、子育てであったり出産であ

ったり、それとほぼぶつかると。そういった状況があります。 

 これは組織的な要因と言えるかどうかは別ですけれども、これはやはりまだまだ不平等な家庭内に

おける家事の分担なんかはまだあるというふうな状況ですので、そういった中で女性であったら早く

帰らないといけないだろうし、業務の責任であったり負担が軽いほうがいいだろうというような、こ

れはある意味好意的性差別といいますか、よかれと思ってやっているというところは、場合によって

は全くないとは言えないのかなと思います。ただ、これは組織的要因というふうにそこまで言えるか

どうかというのはちょっとわかりませんが、ひょっとしたらそういうことはあるかと思います。以上

です。 

○【藤江竜三委員】 そうなると、女性の係長をふやすような施策を打っていかなきゃいけないのか

なというふうにも思うんです。女性活躍推進アクションプラン、振り返りを平成30年度にするという

ふうになっていたかと記憶しているんです。その中で振り返りをした結果、そこが不十分ではなかっ

たのかなというふうにもなるやもしれないんですけれども、そのあたり振り返った結果、女性係長を

ふやすような施策、今後より展開していくだとか、どういったことが考えられるんでしょうか。 

○【平職員課長】 まず前提といたしまして、国立市の女性活躍推進プランにおきましても、あと男

女平等推進計画におきましても、とりたてて女性がというところをフォーカスをしていないと。男も

女も、男性も女性も性別にとらわれず活躍できる、管理職を目指したい組織というのを目指してます

ので、これは女性女性というふうに言われることに対する抵抗というのも、これは１つ、女性の中で

はあるというところはお伝えしたいと思います。 

 その上で、アクションプランの振り返りというところを今やっております。プランの中ではＡ群か

らＣ群まで分けて、実行可能なやりやすいところからやっていくというふうなところでございますが、

やはりなかなかプランの中で実現できていないところというのはＣ群に当たるところなんですが、や

はり大きいのは人員のところであったり、環境整備、十分な環境整備というところがちょっと十分で

きていない。そういったところも場合によっては、係長になったり課長になったり、自分の責任が、

職責がふえていく時に、家庭の状況であったりということで早く帰ったり、休まなければいけない。

そういったことに対する、遠慮というか抵抗感というか、そういったところに影響しているのかと、

そういうふうに考えております。ちょっとわかりにくくて済みません。 

○【藤江竜三委員】 それでそういったいろいろな課題がまだ解決し切れていないところがあるとい

うことなんですけれども、そうなると次、振り返りが終わって、また新たに計画なりをつくって、陳

情者もおっしゃってましたけれども第２次なりをつくって問題を解決していこうという意図または検

討があるのか。 

○【吉田市長室長】 男女平等共同参画の部署として御答弁させていただきます。男女平等推進会議

という組織が庁内にございまして、副市長を委員長とする部長職で構成される、市の男女平等に関す

る意思決定及び推進計画の執行責任を有すると、そういう権限を持っている会議体がございます。こ
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ちらは先月８月にこの推進会議を開催いたしまして、本陳情にもありました管理職に占める女性の割

合の課題に対する協議というものを行いました。 

 この中で出てきた話としましては、先ほどの職員課長の答弁とも重複する部分もありますが、やは

りリーダーシップというものに対する庁内のイメージというものがどうあるのかというような話、そ

れからまた、先ほど好意的性差別という言葉がありましたが、やはり女性職員に対して過度の配慮を

行うことで必要な経験を習得する機会を奪ってしまっていないかと、そういうような話もございまし

た。また、ロールモデルの数という課題、そして管理職の仕事、具体的な仕事のイメージ、そういっ

たものが各部長から意見として出てきたところです。 

 今後も推進会議の中では継続的にこのテーマを取り上げて、先ほど委員の質疑にありましたように、

具体的にどういうことをやっていくのかということは、一方で計画の検討とまたもう一方で男女共同

参画のほうでも議論していくと、そのように進めているところでございます。 

○【藤江竜三委員】 計画とは別にということ。じゃあ計画は考えないということなんですか。 

○【平職員課長】 この特定事業主行動計画、こちらも令和２年３月31日で計画期間を終了いたしま

すので、一般質問でも行政管理部長が御答弁申し上げておりますが、ここで策定をしていくと、新た

なものを策定していくというふうに考えておりますので、その中で、実効的な案を練って進めていき

たいと考えております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 目標設定を持ったほうがよいのではないかというのは、私もそのとおりだと思

うんですけれども、国立市の場合で目標を持つとしたら何年後に何人ぐらいというのを持とうかとか、

その辺の検討というのは具体的なものはまだできつつある段階なのか、それともまだそれは考えてい

かなくてはいけないという段階なのか、 後に質疑したいと思います。 

○【平職員課長】 現段階としましては、これから具体的に検討していかなければいけないと思いま

す。大体これぐらいだろうと、そういうふうに簡単に設定はちょっとできないかなと思ってます。あ

とは、数値の目標を設定するにしても、これは実現の可能性についてきちっと検証しないとできませ

んし、夢物語のような数値を出しても余り意味がないというふうに思いますので、そういった意味で

は、その部分についてはきちっと検証してから数値をこれからつくっていくということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 それでは順番に御質疑させていただきますが、まず、女性が活躍するという

ところで大事なのはパートナーの理解であったり、組織の理解というのは非常に重要だと思います。

その中で、市役所における男性の育児休暇の取得率だったりとか、育児参加休暇でしたっけ、育児休

業ですね、育児休業の取得率とか育児参加休暇の取得率、どの程度なのか、まずお伺いいたします。 

○【平職員課長】 男性の育児休業の取得率でございますが、平成30年は16.7％、その前の平成29年

は27.3％、その前が28年度が25％、平成27年度が28％。こちらはその年度に育児休業が取得可能にな

った職員のうち育児休業を取得した職員というところで、年によってかなりばらつきはあると。ただ、

男も育児休業をとるというような風潮というのは、少しずつやはりできてきていると考えております。

以上です。 

○【稗田美菜子委員】 わかる範囲で構わないんですが、その内容です。どれぐらいか。何カ月単位

で休んでいるのか。数日単位なのか。大まかでいいので教えてください。 

○【平職員課長】 これも本当にばらばらになります。例えば平成27年度にとった職員では、延長な

ども含めて３年とった職員もおりました。ただ、近年だと50日前後、平均すると50日。１カ月という

ところが目安というか、多いというふうに考えております。以上です。 
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○【稗田美菜子委員】 今伺いますところ、平成27年で28％、育児休業ですよね、これね。はい。育

児休業のほうの取得率で28％、平成28年で25％、29年で27.3％、30年で16.7％、直近の数字が16.7％

と。該当する方の中で16.7ということは、同じ数値の中でひときわ下がっていると思うんですけれど、

これは年々下がってしまっている理由とか分析されているのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 その原因まではちょっと分析はできておりません。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。それから、もう１つ、陳情書の中に数値目標、女性管理職の

数値目標を設定してこなかったというようなことが書いてあります。この間、いろいろとほかの委員

の質疑の中で、なかなかなりにくかった、人材の年齢的な問題があったりだとかということもあった

と思いますが、そもそも数値目標をつくらなかった理由は何だったのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 女性活躍推進法の中では１つ数値を持って定量的に目標設定するということは定

められております。その中で、例示として管理職における女性の割合というのは示されておりますの

で、これは設定するほうが望ましかったんだろうというふうには当然思っております。ただ、その時

置かれている組織の状況であったり、先ほどの人員構成のところでも、なかなか定期的に、計画的に

ふやしていくというのはなかなかそういった計画までちょっとつくれなかった。数値として持てなか

ったというのが現状だろうと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。 後に１点お伺いしたいんですけれども、男性の中で育児休

業をとられた方の情報共有だったりとか、なぜ、なぜというか、多くとった方がどういう経験をした

かとか、とれた理由は何なのかとか、そういうことを情報共有できたりとか、課を超えてしまうと誰

がどんなふうにとっているかというのがわからないと思うので、そういう仕組みがあるのかどうかお

伺いいたします。 

○【平職員課長】 こちらは育児休業をとった男性職員だけじゃなく女性も参加するんですが、座談

会というのを行っております。その中でそこには育児休業をとった方もとらなかった男性も参加して

いたんですけれど、みんな口をそろえて言っていたのは絶対とったほうがいいよというふうに、とっ

た方もとってない方もこれを言ってました。できるだけとったほうがいいと。やはり、そういった情

報というのがすごく興味深かったんで、情報共有はこれからもっと内容についてしていきたいと思っ

ていますが、そういったこともやっておりますので、これからも繰り返しそういうことをやっていき

たいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 ごめんなさい、 後に１個と言ったんですけれど、済みません。それ、何回

ぐらいされたんですか。 

○【平職員課長】 それは女性活躍推進のワーキンググループ、これをずっと続けておりますので、

その中で男性職員の育児休業をとった人とか男性職員の意見も聞きたいと、そういった声がありまし

て、それに基づいて１回やってます。で、今後もやっていくということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 済みません。 後 後と言いながら何か延びているんですけれど、済みませ

ん。これで本当に 後です。１回しかやっていないのはとても残念なんですが、その時に、今、答弁

の中にありましたが、とったほうがいいとみんなが口をそろえて言ったと。とらなかった人もとった

ほうがいい。まあ、適当には言うんですよね。自分がとるのは難しいんですけれど。なぜとったほう

がいいのかっていう話がどう出てたのか、ちょっとお伺いしたいんですけれど。 

○【平職員課長】 ちょっとここでお話しできることばかりではないんですけれど。そうですね、や

はりどれだけ子育てが大変かというのも、それは皆さん口をそろえて言ってました。やはり、これは
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男性、あえてここで言いますけれども、男性もやはり育児の大変な時期に育児に参加して一緒にやら

ないと、これはもう一生言われるわけですよね。やはり、これは大事なことだと思います。男も女も

同じように家事や育児を分担していく。こういった意見もありますね。やはり、これから育児をした

りするそういう時期を迎える職員に対しては、やはりそういった声を、先輩の声を届けていくってい

うことも重要かなというふうに思います。 

○【小口俊明委員】 それでは当局に伺いたいと思いますけれども、この陳情の中心にありますのは

国立市職員の管理職の女性の割合というところ、これを改善をということかと思います。ここで言っ

ている管理職という範囲ですけれども、私の認識では国立市職員の中で部長職、参事も含まれるかと

思います、そして課長職、そして係長職というところかなというふうに思いますけれども、市の見解

をまず確認しておきたいと思います。 

○【平職員課長】 係長職は管理職の中には含まれておりません。参事以上、部長と課長ということ

になります。 
○【小口俊明委員】 それでは、係長職ではなくて、課長職、部長職という範囲というところが管理

職という認識であるということであります。 

 続いて、陳情事項に関して伺います。２つ挙がっています。１番目、市は管理職における性別の不

均衡を是正するため、実効性のある積極的改善措置を施すというふうに求めております。先ほど来、

個別のさまざまな政策、あるいは今後考えていること、これまでやってきたこと、他の委員からの質

疑においてありましたけれども、これをトータルとしていわゆるここに書いてある積極的改善措置と

いうことで考えている市の今後の取り組みがあれば伺いたいと思います。 

○【平職員課長】 積極的改善措置、ポジティブアクションというところでございますが、女性活躍

推進法に基づく特定事業主行動計画をこれからつくり直していくと。次世代育成支援対策推進法に基

づく特定事業主計画、これも同じような職場の働き方であったり、誰もが活躍しやすい組織をつくり

ましょう、そういった趣旨の計画、２つ持っていますので、これを１つにこれからしていこうという

ところです。その計画自体もポジティブアクション、積極的改善策の１つだと思うんですが、その中

に行政管理部長が一般質問でもお答えした数値目標などを入れていくと。 

 あと、具体案としては本当にこれからなんですが、１つは例えばですけれど、女性であったり男性

であったり、男も女も今、早く、若くして、経験年数がそんなに長くないけれども係長になったり課

長になっていくという中では、やはり孤立しないようにいかに支えていくかというのが１つ重要だと

思います。実はこれからの検討になりますが、メンター制度、いわゆる相談役をすぐ近くに配置、す

ぐ近くというか相談できる相手を組織の中で確保していくとか、そういったことも案の１つだろうと

考えております。以上です。 

○【小口俊明委員】 数値目標を掲げていくという方向を持っていらっしゃる中で、そのために実効

性のあるということで考えると、やはり環境もしっかりと相応のものを整えていくということは当然

必要だという御認識かと思います。 

 その上で、この陳情事項の２番にあります、今もお話に出ておりましたけれども、明確なる数値の

目標の設定をし、そしてまた毎年度この実績値を測定していくと。さらにはこれの進捗の状況に関し

て適宜公表していく。このことをこの陳情は求めておりますけれども。一連の適切な対応というもの

が、市は数値目標の設定の難しさというお話もあった中でありますけれども、それをさらに乗り越え

てしっかりと数値目標を設定し、その上でこのような適切な対応をとっていくんだというところで受
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けとめてよいのか、どういう考えを持っているのか伺います。 

○【平職員課長】 そのように捉えていただいて結構かと思います。 

○【石井伸之委員】 陳情者の方におかれましては、非常に貴重な陳情を出していただきましてあり

がとうございました。 

 そこで、男女別の経験年数別職員割合というものがありまして、そうすると、男性が全体の中の６

割、女性が全体の中で４割という数値になっているかと思います。そこで一番やはり問題になるのが

経験年数だと思います。それで経験年数のところを見ますと、経験年数15年までの割合は男性が

37.1％、女性は32.1％。ただし経験年数16年以上になりますと男性が22.9％、女性が7.9％という、

やはりこの不均衡の部分がどうしても女性管理職が誕生しづらい１つの大きな要因ではないかと思い

ますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【平職員課長】 まさに、それは１つの大きな要因だと考えております。以上です。 

○【石井伸之委員】 そうすると、やはり採用の段階でできるだけ男女比率を均等にしていくべきだ

と思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【平職員課長】 おっしゃるとおりかと思います。採用は当然育成の入り口ですので、そこから不

均衡が発生していると、当然それは後々にもずっと響いていくというところでは非常に重要かと思い

ます。その中で、近年の採用の比率としましては、もちろん年度によってばらつきはありますが、ほ

ぼ均等に採れていると。これはどちらかを優遇しているとかそういうことではなくて、本当にそのま

ま能力でやるとそうなるというようなことでございます。以上です。 

○【石井伸之委員】 ぜひとも今度とも引き続いて男女ができるだけ均等に採用していただけると、

やはりこういった不均衡が改善をされていくと思いますので、その点はぜひともよろしくお願いいた

します。 

 そして、やはりどうしてもライフイベント、この部分はいろいろあるかと思うんですが、やはりそ

こをしっかりと全職員が応援をしていく、支えていく、そういった雰囲気づくりであったり、そうい

った職場環境づくりがやはり１つ大きな部分かと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○【平職員課長】 本当におっしゃるとおりです。そこの支えるというところに、やはり誰かに過度

な負担が行かないように支える、これが非常に難しいです。やはり育児休業に入ると、その業務を周

りの方で分担するということになりますが、やはりそれが自然にできる、過度な負担が誰かに行くわ

けでなくできる、そういった環境をつくっていかなればいけないと考えております。以上です。 

○【石井伸之委員】 そうすると、もう１つちょっと突っ込んでいきますと、やはり育児休暇を年齢

適齢期の職員が、例えばＡという職員さんが育児休暇をとった場合に、ではＡの職員が担当していた

業務をただ単純に臨時職員の方にぽんと投げるのではなくて、どうやって同じ職場内で均等に等しく

業務を分担をしていくかという部分についてはいかがお考えでしょうか。 

○【平職員課長】 それがまさに重要なところで、管理職とか係長、これは役がついてくるわけです

から、それをどうやって分担するか。もちろん人事においては柔軟に対応できるように、係長であっ

たりが育児休業に入った場合はできるだけ正規職員がつけるようにしております。ただ、長期にわた

る育休の場合はつけられますけれど、短期の場合はそのためだけに任用してつけるというのも、それ

もまた難しいというところがございます。 

 ですので、そこの部分、やはり単にこれから、きょうの議案でもございましたけれど、会計年度任

用職員制度が導入されますと、正規職員と会計年度任用職員とは異なる職務内容にしなければいけま
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せんので、係長級であったり課長が抜けた穴とかを、もしくは正規職員が抜けた穴を単純に会計年度

任用職員で充てるということはできなくなる。ですので、そこをどこを任せて、どこをどういうふう

に分担するかというのは、これはある意味、課の業務のマネジメントの範疇になりますけれど、そこ

をしっかりと考えていかなければいけない、やっていかなければいけないと思っております。 

○【石井伸之委員】 やはりそう考えると、事前の予測の部分、やはりＡの職員が持っていた仕事を

課の中で全課員がそれこそＡの方の抜けた仕事を誰でも分担できるよというぐらいの、やはり課の中

で、また係の中でしっかりと仕事を分担できるような、そういった事前の役割分担といえばいいんで

すか、そのあたりの情報共有が非常に重要になってくると思いますので、その点、ぜひともよろしく

お願いいたします。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 陳情第10号について、上村議員から発言したいとの申し出がありました。 

 お諮りいたします。上村議員の発言を許可することに賛成する方の挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、上村議員の発言を許可することに決定いたしました。なお、申し合わせにより、

委員外議員は委員と重複した質疑及び意見討論を行うことができず、採決に参加することができませ

ん。また、発言時間は１議題10分程度となっております。上村議員。 

○【上村和子議員】 ありがとうございます。この陳情は管理職における性別の不均衡を是正するた

めに、実効性のある積極的改善措置を施す、実効性のある積極的改善措置、これを求められておられ

ます。 

 その視点で、私は国立市の 高意思決定機関である庁議に女性が１人もいない状況が４年間続いて

いる、これは非常に問題であるという認識に立って、この委員会で質疑しているわけですけれども、

非常に問題であるという認識を私は持ちますが、市の認識はどうなのか。それを一刻も早く是正をす

べきだと私は考えますけれども、是正に対する実効的な積極的改善措置というのを考えているのか。

それもスムーズにというところをお伺いしたいのですが、若干これがなぜ重要かということを補足説

明させていただきたいと思います。 

 皆さんも御承知のとおり、世界経済フォーラムがジェンダーギャップ指数を発表しました。2018で

す。有名なとおり、日本は149カ国中110位、Ｇ７の中で 下位でした。その中でとりわけどの部分が

下位かというと経済・政治参画の部分で、とりわけ管理職の男女比、これが149カ国中129位である

という、これが断トツ低いわけです。そういう意味で、今、この日本の中で、女性の管理職というも

のを早急に整えていくということが国際的にも当然求められているんであろうというふうに思うわけ

です。 

 ではそういう視点で、翻ってなぜ管理職に女性が必要なのかというと、私は庁議、国立市の総合的

な市役所全般の重要政策の方向性を決め、相互調整をする 高意思決定機関、ここに女性がいないと

いうことは大変な問題だというふうに思うわけです。そのような視点で、早急な是正が必要と思うん

だけれども、そのようなグローバルな視点の中で、市はどのように認識されて、どのような是正措置

をしなきゃいけないと思っておられるのか、これは政策として持っておられるのかというところで、

市長、副市長どちらかお答えいただきたいのですが。 

○【竹内副市長】 これは一般質問のほうでも御質問があって、私のほうから簡単ではありますが答

弁をさせていただいております。委員からの御指摘、それから質疑の趣旨については十分理解をして

いるつもりでございます。その上で、どんな形がとれるかということを積極的に真剣に考えてみたい
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というのが一般質問の答弁だったと思います。 

 それで、もちろん庁議の中に女性の部長が入ってやることが望ましいと思っておりますが、それが

今すぐにできるかどうかというのは、ここではちょっと断言して申し上げることはできないという状

況であります。それにかわるような形で何がとれるかということがあると思うのですが、例えば、こ

れはまだ決定していないので私の考えなんですけれども、政策調整会議というのがあります。これは

市の重要政策について庁議の前に関係部長を含めて、関係課長を含めて議論する場がございます。こ

れは政策を深めるという意味でそういう会を持っておりますが、そういった場に女性の管理職、女性

の職員が積極的に参加をして、そういうプロセスを踏むとか、これは例えばですけれども、そういう

形で実質的に質問議員がおっしゃるような形がとれるようなことを考えてみたいというのが１つでご

ざいます。 

 それから陳情者の方に対する質疑で２つデメリットがあったと思います。１つは本来半々であるべ

き男女がそもそも100、ゼロというのはおかしいじゃないかというのが１つだったと思うんですが、

それは明らかにそういうことだというふうに思いますので、何とかこれを改善するような方向でやっ

ていきたいと思います。それから２つ目のデメリットとして男性型の社会という言い方をおっしゃっ

ていましたが、それから職員課長のほうで男性型のリーダーシップという言い方をしてましたが、そ

こら辺は組織の意識として相当足りていないので、ここら辺は意識改革含めて大きく変えていきたい

と思っているところでございます。 

○【上村和子議員】 そこで、意見にしておきますけれど、龍ケ崎市ですか、東京新聞に大きく載り

ましたよね。男性の育児休業率ですか、休暇率ですか、100％。100％になったというのが載っていま

した。やっぱり国立市で組織基盤整備をする時にどういう目標を掲げて、それがどの程度実行されて

きたのかという時に、やっぱり数値目標は必要だろうと思うわけです。 

 もう１つ、リーダーシップできょう答弁の中で、あ、これだなって。やっぱり女性がリーダーシッ

プをとりづらいのはこれだなと思うのは、無意識に抵抗感があるとか、遠慮があるとか、そういう表

現がある。育児休業に対して抵抗感、遠慮がある。これは、この感覚は何なのかということなんです。

これがリーダーシップを阻むものになっているんじゃないかと思います。 

 それが研究されておりまして、ハイコンテクスト文化、私もよく英語はわかりません。ハイコンテ

クスト文化というのは、高い文脈文化です。それにロー、低いコンテクスト文化というのは言語化文

化といわれると。文脈文化が激しいと空気を読む、感覚で感じる。空気を読んでいくわけです。そう

いうハイコンテクスト文化の中ではジェンダーギャップが大きいという研究結果が出ています。とい

うことは、ローに行かなきゃいけないというのは言語化なんです。言語化というのは、空気を読まな

いということはどういうことかというと、一人一人が自分の意見をちゃんと言えるということなんで

す。議会なんかまさしくそうです。私、議会の女性議員たち、自分の意見、きっちりしゃべっていき

ますよね。男性議員もそれをしっかり聞いてるし、ちゃんと互角でやっています。これが大事。 

 だから考えていく時に、遠慮をするとか、すごくいいように見える。いい面もあるんです。しかし、

それの裏返しは空気を読んでいるんじゃないか。もっと言いたいことを、自分の考えをちゃんと言う。

これがリーダーシップだと。リーダーシップというのは部長とか課長になったから必要なわけじゃな

くて、一職員でも必要なわけです。みんなの前で自分の意見をちゃんと言えているか。これ、職員の

段階で言えてなければ、管理職になって言えませんし。違う意見を聞こうという力も育ちません。 

 そういう意味で、しっかり政策、何ですか、私は庁議の中になぜ女性が必要かというと、そういう
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決定の場で女性が年齢、役職関係なくちゃんと自分の意見を言えばいいんだと思います。みんなの前

で自分の意見をちゃんと言う、空気を読まない、遠慮をしない、ちゃんと自分はこう思うと。そうい

う職場づくりを 初にやるっていうことが、私はハイコンテクスト文化からローコンテクスト文化と

いうのはちょっと難しくて英語好きじゃありませんけれど、本気でそういうものを政策の中にでも、

庁議の中でも取り入れたらいかがでしょうか。 

 私はリーダーシップが持てる職員に700人全員なってもらわなきゃ困る。女性の管理職がいないと

いうことは、逆に言うと職場全体が一人一人がリーダーシップがとれているか、とれていないんじゃ

ないかという裏返しでもあります。そういう意味で、こういう研究をして実践をしていただきたいと

思うんですけれども、どうでしょうか。その政策、何とかというところで、いかがですか。私が今言

ったのはもう御承知でしたか。私、自分で調べて、なるほどなって。きょう、何か言葉の中でひっか

かる言葉があったので、ちょっと出してみたんですけれど。 

○【竹内副市長】 上村議員からその片仮名語が出てくるって非常に新鮮でございました。いつも批

判されておりますので。 

 で、おっしゃることに異論は全くないです。組織自体をそういうふうにしていきたいと思います。

これは男性女性別なく、職員個々が自分の意見を空気読まないで、空気読むっていうのはいろいろ意

味があるんで定義しなきゃいけないですけれども、それはそういう形で組織運営していきたいですし、

かねがね言っています人材育成の中にこういったことを十分盛り込んでやっていきたいと思っており

ます。 

○【遠藤直弘委員長】 質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 陳情第10号には採択の立場で討論いたします。 

 先ほどの上村議員の発言でもありましたが、世界経済フォーラムが毎年示す男女の格差指数、ジェ

ンダーギャップ指数では日本は149カ国中110位、日本の女性の人権平等のおくれは国連女性差別撤廃

委員会や人権規約委員会などの国際機関から繰り返し改善が指摘されているところです。また、日本

の女性の置かれている地位について、男性と比較してもまだまだ大きく格差があります。特に政治、

行政、司法、経済などの分野で政策方針決定過程に参加する女性、いわゆる指導的地位につく割合が

少なく、抜本的な改善が必要だと感じます。 

 私は、女性は男性に比べなかなか管理職として活躍できない要因の１つにやっぱり出産、子育て、

家庭、それと仕事を両立できない条件、これがあると思っております。この条件づくりが大きくおく

れていることが問題であると思います。本陳情でも訴えられていますが、解決すべきかなめになる問

題、働く女性が置かれている差別、そして格差を是正していくこと、労働条件や職場環境の改善が第

一に必要です。その意味でも、本日出していただきました資料、このポジティブアクションの手法、

大変効果的に感じました。私は、国立市がぜひともこのことについて実効性のある改善策と数値目標

をしっかりと定めて取り組んでいくこと、議員としてもそうですが、１人の働く女性として要望させ

ていただきたいと思い、私の採択の討論といたします。 

○【藤江竜三委員】 陳情事項１、２とも採択の立場で討論いたします。 

 実効性のある積極的改善措置もそうですけれども、特に重要な行動計画の数値目標、どのくらいの

数値に置くかというのは、やはり、課長が答弁の中でおっしゃっていたように夢物語でもいけないで

すし、当たり前にできる範囲でもいけないと思いますので、ぜひ、ちょっと背伸びした現実的なとこ

ろを、比較的高目の目標を持って行動を実行に移していっていただけたらと思います。以上です。 
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○【小口俊明委員】 本陳情は採択であります。 

 先ほど他の委員も、また委員外議員も触れていらっしゃいましたけれども、世界経済フォーラムが

毎年発表をしております国別の男女平等度ランキングにおきまして、日本はここ数年100位台、まあ

110という数字もありました。これが続いているのが現状であります。その理由として挙げられてお

りますのは、男性が家事や育児に関わる度合いが低いということでありました。総務省によりますと、

就学前の子供を持つ夫婦のうち、夫が家事・育児に参加する時間は平均１日で１時間23分で、これは

欧米の半分以下である、このように指摘をしております。社会全体で男女平等参画の実現を推進して

いく必要があると考えます。国立市は女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例を制定して

おります。その趣旨に照らしても、本陳情が求めている管理職における性別の不均衡の是正と数値目

標の設置及び実績値の測定、公表は平等参画を実現する有効な手法と考えますので、本陳情は採択で

あります。 

○【石井伸之委員】 本陳情に対しては採択の立場で討論をいたします。 

 まず 初に、男性だから女性だからという、もし既成概念というものがあるんであれば、やはりそ

この部分をしっかりと外していくというところがそもそもの考え方の部分で必要かと思います。その

後に、やはりこの国立市における経験年数別の年数構成、この不均衡がある限りは、やはりどうして

も一朝一夕に女性部長の誕生というのが、また女性管理者の誕生がなかなか難しいという今の現状、

私は十分理解をし、把握をしているところでございます。 

 そういった中で、一朝一夕には難しくとも、では５年後、10年後どうやって女性管理職また女性部

長を誕生させていくのか、その部分についてぜひ光を当てつつ今後検討していっていただきたいと思

います。そういった中では、やはりしっかりと業務を分担するシステム、こちらを構築をする中で安

心して男女関係なく育休のとれる環境づくり、これが重要かと思います。しっかりとライフイベント

があっても、しっかりとそれに対して全職員、全課員、全係員の方が対応して支えていくんだという

姿勢を持つことによって、男性でも女性でもしっかりと管理職を目指せるといった国立市役所にして

いっていただきたいと思います。ぜひとも、これを国立市役所の文化にしていくんだというぐらいの

意気込みで今後とも取り組んでいっていただいたいと思います。 

 そして、ぜひやはりお願いをしたいのは、経験年数15年以下の女性職員、この女性職員をどうやっ

て育てていくか、そしてその女性職員たちをどうやって管理職に押し上げていくのか、支えていくの

か、その点についてぜひ心を砕いていただき、管理職の育成に対して努力をしていっていただきたい

と思います。 

 また、やはり働き方改革の中ではＡＩを活用しての相談業務の簡素化であったり、また申し込み業

務の簡素化である電子化であったり、また民活導入、業務の分担、こういったところもしっかりと努

力をする中で、働きやすい環境づくり、これをしっかりと行っていただくことを心からお願いいたし

まして、５年後、10年後先の女性部長の誕生に向けて努力をしていただくことをお願いいたしまして、

採択の討論といたします。以上です。 
○【古濱薫委員】 陳情第10号に関しまして、採択の立場で討論いたします。 

 今、委員の発言並びに当局の回答を聞いておりましたが、決して違う社会を目指していない、目標

は同じところにあると感じております。 

 陳情１に関しましても、上村議員の発言にもありましたが、今の庁議、いろいろな大事なことを決

める場に女性がいないこと、その状態が決して正常ではないということをしっかり認識、みんなでし、
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そして育休などを十分にとれ、これは男女ともに遠慮なくとれるような職場環境であり、また、やむ

を得なくこの庁内でなくても例えば出産、育児などで一旦職を離れた女性たちが、その中でも特に資

格を持っている方、専門性の高い方はたくさんいらっしゃいます。そんな方などの中途採用、これを

積極的に行っていっていただきたいと思います。 

 また２の数値目標に関しましても、これはしっかり具体的な目標値、藤江議員の発言にもありまし

たが、つくっていただき、私はこれは攻めていただいて構わないと思います。これぐらいならできる

かなとかではなく、こうしていきたいんだという、私たちはこういう職場にしたいという思いのこも

った数字を出していただきたい。 

 そして、これは皆さんに本当にお願いしたいことですが、男性的リーダーシップという言葉があり

ました。これは私なんかも本当にたくさん経験してきましたが、男性社会の中で女性も一緒に働こう

というのは、それはもうルールが丸ごと根底から変わるぐらいのことなんだと理解していただきたい

です。男性と同じぐらい働けとか、男性と同じようにではなくて、女性と男性が同じように働ける職

場を今からゼロからつくっていくんだと。今まで野球をやっていたものがバレーボールに変わるんだ

ぐらいのルールの変わること。もう違う社会になるんだというような認識を、市長、にこにこしてい

らっしゃいますが、本当に男性と同じぐらいだとかではなくて、女性が入ることで違う社会になるん

だというぐらい理解をしていただき、つくっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○【稗田美菜子委員】 それでは討論させていただきます。 

 国立市の制度においてはさまざまに女性も男性も利用しやすい形ということで整ってはいるものの、

実際のところでは数字を見ると半分にも満たない。27年のアクションプランをつくった時ですら30％

にも満たないという現状はしっかり踏まえていただきたいと思います。制度があっても、結局、先ほ

ど上村議員のお話にありましたけれども、ハイコンテクストという社会の中では、誰もが空気を読む

んです。 

 で、例えば議員の世界で言えば、私の同世代の女性議員の中で、私は未婚時代に立候補をして、結

婚をして、出産をしましたが、２期目に立候補を決めた時に、出産があるからといってやっぱり子供

を見たいからといって、議員をやめたのが約半数いました。やっぱり日本の社会では、残念と言って

しまうといけないんですけれども、事実だと思います。どんなに頑張っても、どんなにやっても、や

っぱり男性中心になっていると。そこに特に頑張っている女性たちは同じように頑張るんです。男性

のように。だから、産前産後休暇も２カ月あけて出てくるんです。もう、産後２カ月なんて考えられ

ないと思うんです。もう本当に。ましてや、例えば帝王切開なんかした日には、おなか割っているわ

けですからね。で、１年かけてちっちゃな子供を、要するに内臓１個分を育てるわけです。それをわ

ずか半日とか１日で取り出して、そこから自分の体の中でつくった栄養で育てていくという、大きな

仕事を女性はするわけです。言いたいことは、それを想像して同じようにしてくださいということで

はないんです。そういう方たちが安心して働けるところを組織としてつくっていかなきゃいけないと

いうふうに、この陳情を私は理解をしました。 

 当初、この陳情については、私は女性管理職の方にとってすごく負担になるだろうと。国のほうで

推奨されている育児休業、女性も含めてですけれども、３年推奨してますよね。議員で言えば４年の

任期の中で３年休むなんていうことは少なくとも私は難しいなと、私自身は思います。私自身ができ

ない中で、そういうことを女性の職員さんに強要するのはとても難しいと思ったので、この陳情につ

いては数値目標がすごくプレッシャーにならないといいなと私は切に願っています。だから、そうで
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はなくて、数値目標はきちんとつくるけれども、それは今、古濱委員からもありましたが、組織とし

てそういうことを目指す組織をつくっていくんだという数値目標と私は理解をして、この陳情は採択

としたいと思います。 

 どんなに言っても、なかなか通じないと思いますが、男性と女性は役割が違います。だから同じよ

うに理解してくれということはないと思います。例えば我が家で言ったら、きのうなんかまさにそう

だったんですけれども、子供見ててねって。今、２歳になった子供を見ててねって言って、で、夕飯

を私がつくっている間に主人に頼んだんですよね。そうしたら飽きてきて、子供が台所のつい立てみ

たいなのを乗り越えてくるわけです。え、あれ、さっき見ててねって言ったよなと思ったから。テレ

ビ見てるんですよ、主人は。何見てるの、子供見てるんじゃないのって。別に主人がだめだっていう

ことを言いたいんじゃないですよ。夫婦間でもそういうことって当たり前に起きるんです。うちの主

人は、自慢じゃないですけれど、物すごい育児に参加していると思います。私の送り迎えもそうです

し、子供の迎えもそう。私が議会で出られない時には主人は有給とってちゃんと仕事を休みますから。

本当にちゃんと面倒を見てるんです。その主人ですらそういうことが起きる。 

 ましてや、結婚じゃなくて、会社の中であの人おなか大きいよなとか、あの人産後間もないよなっ

ていったって、想像しろといっても無理だと思うんですよ。だから、組織でしっかり制度をつくって

いかなきゃいけないと思いますし、そういう形を全員がですよ、私、さっき聞きたかったぐらいです。

産休とった感想と産休とらなかった感想、ここの職員さん。男性職員さんに本当に聞きたかったぐら

いです。反省するところはあると思うんですよね。あの時とっておけばよかったって思っている人も

いるかもしれない。でも、とらなくてよかった。場合によっては、そういう制度があることで奥さん

から責められている人もいるかもしれませんものね。何であなたはとってこないんですかって言って。

いろんな人がいるけれども、女性も男性も働きやすい組織をきちんと国立市からつくっていくという

ことを要望いたしまして、私の採択の討論とさせていただきます。 

○【遠藤直弘委員長】 全ての委員の意見、取り扱いを行いましたので、意見を打ち切り、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、本陳情は採択と決定いたします。 

 ここで休憩に入ります。 

午前１１時１２分休憩 

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

午前１１時２４分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(2) 陳情第２０号 核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める陳情 

○【遠藤直弘委員長】 陳情第20号核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める陳情を議題と

いたします。 

 陳情者から趣旨説明と、お手元にございますとおり資料配付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） 
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 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【網野一也陳情者】 趣旨について説明させていただきます。 

 広島、長崎の被爆から74年の月日がたちました。原爆が投下された1945年、広島ではその年の末ま

でに約14万人、長崎では約７万人の命が奪われました。生き残った被爆者の方たちはその傷と放射能

による後遺症、さらに差別や偏見、生活苦の中で暮らし続けてきました。今を生きる被爆者の方たち

は80歳を超えながら、広島、長崎を繰り返さないために核兵器廃絶の運動の先頭に立ち続けています。 

 広島、長崎への原爆投下、その後のアメリカ、ソ連を初めとした核兵器開発、さらに核兵器を保有

する国が広がる中で、核兵器の存在は人類を絶滅させる存在であり、核兵器と人類は共存できないと

いう声が世界に広がり、一昨年、2017年７月７日、国連で122カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択さ

れました。 

 核兵器禁止条約はその前文の中で、核兵器のあらゆる使用がもたらす破滅的な人道的結果を深く憂

慮し、そうした兵器を完全に廃棄するという当然の必要、それはいかなる状況のもとにおいても核兵

器が二度と使用されないことを保証する唯一の方法であり続けると述べ、第１条で核兵器の開発、実

験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、移転、使用、威嚇の禁止、禁止された行為への援助、奨励、勧

誘をすること、受けることの禁止、核兵器の配置、設置、配備の禁止など、全面的な禁止をうたって

います。 

 ことし８月６日、ボリビアが批准し、批准国は25カ国となりました。条約は50カ国の批准の後、90

日後に発効することになります。核兵器禁止条約の発効は、核兵器保有国の手足を縛ることになりま

す。そのため、アメリカやロシア、中国など核兵器保有国はこれに反対し、関係国に対しても反対す

るよう圧力をかけてきました。日本は唯一の戦争被爆国でありながら、アメリカの核戦略のもと、核

抑止力論の立場に立ち、核兵器禁止条約に反対し、署名、批准を拒否しています。日本政府の態度は

核兵器廃絶を願う多くの国々を失望させ、広島、長崎の被爆者団体も厳しくこれを批判しています。

広島市長、長崎市長も平和式典の中で、日本政府が核兵器禁止条約に署名し批准することを強く求め

ています。 

 陳情にありますように、国立市は2000年６月、平和都市宣言を行い、その中で私たちは世界で 初

の核被爆国の市民として世界の平和の実現のために努力していく責任がありますとうたい、2010年に

は反核運動を促進する世界の自治体で構成される平和市長会議にも加盟しています。世界の163カ

国・地域、7,789都市、国内加盟都市は1,732都市となっています。平和市長会議の行動計画、2017年

から2020年まででは、核兵器廃絶の目標年として2020年を掲げ、核保有国やその同盟国の核兵器禁止

条約締結が促進されるよう、加盟都市や市民社会と協働しながら各国政府へ要請したいとも掲げられ

ています。 

 ことし10月24日、25日には国立市が開催市となり、第９回平和市長会議国内加盟都市会議総会が開

かれます。広島市長、長崎市長とともに、開催地市長として国立市長が重要な役割を果たされること

となります。国立市から核兵器廃絶の声を日本全国に発信することになります。この重要な時に先駆

けて、国立市議会の名で日本政府に対し核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書を提出するこ

とは大変意義深いことだと考えています。市民を代表する市議会議員の皆様の賛成で本陳情を採択し

ていただき、日本政府に意見書を提出していただきますようお願い申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。住友委員。 
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○【住友珠美委員】 本日は陳情の提出、ありがとうございました。 

 今回、この核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める陳情を出されるに当たって、さまざ

ま要因といろんな思いがあったと思うんですけれども、特に日本というのは広島、長崎、核兵器が使

われた唯一の被爆国です。私も広島に行ってきて、あの地に行った時に、本当に涙がとまらなかった

のを今でもきのうのことのように思い出すんですけれども、そんなところもこの陳情を出される１つ

の要因かなというふうには推測いたしますが、もう少し、今回陳情者さんがこの陳情を出すに至った

気持ちまた経緯、そういったところをお聞かせ願えますか。 

○【網野一也陳情者】 皆さんよく御存じのとおり、核兵器の存在は人類の平和を脅かすまさに元凶

というふうに思えると思います。もし再び核兵器がこの地球上で使用されるような事態になれば、ま

さに人類を絶滅に追いやる、そういう状況がつくり出されてしまうわけであります。そういった中で、

一昨年、核兵器禁止条約が国連で採択されたことは、被爆者の方はもちろん、核兵器廃絶を願う多く

の市民にとって大変勇気づけられることであり、これによって核兵器廃絶への道が切り開かれると思

っているわけです。 

 批准する国が50カ国を超えれば自動的にこれが発効することになりまして、まさに今、核兵器を持

って他の国々を脅かしているそういった国々の手足を縛ることになりますし、核兵器廃絶へ向けての

扉が大きく開かれることになると思います。そういう状況の中で、今お話ありましたように唯一の戦

争被爆国である日本が、まさに一日も早く署名、批准するようになれば、他の多くの国々にも影響を

与え、この発効をさらに早める力になるというふうに思いますので、そういう思いが強くありまして、

今回陳情を提出させていただきました。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。本当に、今、陳情者さんおっしゃるとおり、2017年の

国連の採択、本当に大きい成果だったというふうに私も感じるところなんですけれど、この陳情に対

しまして、短期間で500人以上に及ぶ方の署名が集まったということで、大変多くの方が関心をこの

国立市で持っていただいて、署名してくださったと思います。どのような声があったか、その点を伺

いたいと思います。 

○【網野一也陳情者】 私たち、署名を集めて市民の声をぜひ届けたいと思ったんですけれども、極

めて始めた段階が期間が短いものですから、果たしてどれだけの署名が集まるのかというふうに思っ

たんですが、この行動に多くの方が協力してくださいまして、実際に署名を集めてくれる方がどんど

ん広がってきているということがあります。また、昨日も国立駅等で署名をさせていただいたんです

けれども、署名が終わって片づけて帰ろうとする時に呼びとめられまして、署名してもいいですかと

いうことで呼びとめてくださって、署名をしていただいたんです。本当に若い方から高齢の方まで、

非常に幅広い方たちがこの署名の呼びかけに応えてくださっているというのも今回強く感じている点

です。以上です。 

○【住友珠美委員】 本当に幅広い方が署名して取り組んだ陳情だということがわかりました。こと

し国立市が第９回平和市長会議国内加盟都市の会議総会の開催地になりましたが、私個人といたしま

しては本当にこれはすばらしいことであると思っていますし、大変楽しみなところなんですけれども、

陳情者の方はこの市長会議に期待するところ、どういったところを期待されるのかお聞かせいただけ

ますか。 

○【網野一也陳情者】 国立市がこの開催地になったというのは、これまでの国立における歴史、市

民の方たちの運動、あるいは国立市歴代市長さんたちの思いとかそういったもの、また市議会の動き
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等が重なって多分国立市がその開催地として選ばれたのではないかというふうに思っていますので、

ぜひこれを大きく成功させていただきたいと市民としても思っています。本当に今回、市長さんは重

要な役割を果たされることになると思いますので、ぜひその市長さんの働きを後押しする意味でも、

今回の陳情をぜひ採択していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○【遠藤直弘委員長】 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 ここで、陳情第20号について署名が追加されておりますので、局長から御報告をお願いいたします。

議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは御報告申し上げます。 

 陳情第20号につきまして、その後、賛成署名が512名追加され、ほか513名となりました。以上、御

報告申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 署名の追加につきましては、以上のとおりであります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 １点だけお伺いします。今、国立市は平和、人権をもう全て根幹に置きながら

市政を運営しているわけですけれども、ことしは国立市が第９回平和市長会議加盟都市の会議の開催

地になりました。大変意義深いところではございます。私はこの点について、市長、どのような点を

重視してこの会議に挑まれていくのか、その思いを聞かせていただきたいと思うんですけれど、いか

がでしょうか。 

○【永見市長】 これは一般質問でも一度お答えをしておりますけれども、国立は人間を大切にする

という理念のもとに行政の執行、これは昭和60年からずっと続けてきているわけですから、半世紀に

わたってこういう理念のもとに続けてきていると。その上で、人権・平和条例を可決し、日常におけ

る人権を守る、そして日常においてその人権が守れることが平和へつながっていくんだという、こう

いうような理念を高らかに国立市は議決をいただいてうたったわけです。 

 こういうことを１つは大きく、地方自治体として平和へ取り組むということが、実際の国の政治と

は別に、地域の中においてどういうことで平和に取り組めるのかという１つの規範性を示すことがで

きるだろうと思っております。あわせて、国立はさまざまな平和の取り組みを行ってまいりました。

広島市長に来ていただいて食事も行っておりますし、あるいは被爆の伝承、東京大空襲の伝承もやっ

ております。一言、１つの言葉を凝縮して、あるいは平和の合唱、市民レベルの合唱をやり、こうい

うようなこと全部をぜひ全国の皆さんに見ていただいて、そして平和の取り組みという、その も地

方公共団体、地方レベルで、国政レベルではなくて地方レベルで何を取り組んでいくのか。 

 前も申し上げましたが、平和への取り組みは市民一人一人が自分で考えてどういうプロセスで行う

かということ、これは地方自治体が強制することはできません。ただ、平和のとうとさをきっちりと

しっかりとベースとして地方公共団体として訴え、その上に立って、市民がみずから選択し取り組ん

でいただくと、こういうことを期待する。こういうようなことをぜひ今回の市長会議の中で訴えてい

きたいと思っております。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。住友委員。 
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○【住友珠美委員】 陳情第20号には採択の立場で討論いたします。 

 核兵器の廃絶は被爆国、日本の願いです。核兵器のない世界、この実現に向かって2017年７月７日、

世界で初めて核兵器を禁止する条約が国連で採択されました。まさに市民運動、また多くの国が手を

結んだ、そして努力した成果です。審議の過程では広島の被爆者が証言を行い、世界中の運動団体も

参加して採択を後押ししました。 

 しかしながら日本はいまだこの条約に署名、批准を行っていません。私は今でも忘れられない記事

があります。記憶にある方も多いと思いますが、2017年の国連本部で、核兵器を禁止する条約制定交

渉会議の席で、不参加のため空席となった日本の席に平和の象徴である白い折り鶴が置かれていまし

た。世界が日本に向けたメッセージとして大変印象に残りました。唯一の戦争被爆国の日本は、核兵

器廃絶に向けてリーダーシップをとるべきですし、一日も早く署名、批准を行うべきです。 

 国立市は2000年に平和都市宣言を行っていますし、核兵器のない世界の実現と安全で活力のある都

市の実現を目指している平和市長会議への参加も果たしています。また、ことしはその平和市長会議

国内加盟都市の開催地でもあります。すばらしい快挙であり、市民の期待も大きいところです。そこ

でぜひとも国に核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める意見書、この国立市から上げてい

くことは意義のあることと考えております。以上のことから、この陳情に採択といたします。 

○【石井伸之委員】 本陳情は不採択の立場で討論いたします。 

 世界で 初に原爆が投下された経験を持つ国として、日本は核の惨禍を語り継ぐ責任があることは

間違いありません。さらに日本は核兵器の廃絶を訴え、世界が二度と核兵器を使用しないように努力

する歴史的宿命を背負っています。日本政府はこれまでも核兵器廃絶に取り組んできています。日本

が核兵器を保有しないことを国際社会に誓約するとともに、国連総会において核兵器廃絶決議案、核

兵器の全面的廃絶に向けた共同行動決議を提出し、圧倒的な賛成多数で採択されるというように、核

不拡散にも積極的に取り組んできました。そのような経緯を考えると、日本が平成27年７月に採択さ

れた核兵器禁止条約交渉に参加せず、条約に反対することに対して違和感を持つ意見があるのも自然

かと思います。 

 しかし、この条約には大きな問題点があります。核兵器廃絶に向けた規範は条約が成立した瞬間に

各国が自動的に共有するものではなく、現実的な交渉とそれぞれの安全保障に配慮した慎重な行動が

あって初めて各国の意識を徐々に変えていきます。ただし、規範の定着には時間が必要で、なおかつ

全ての国家が満足する規範の定義を一律に適用するのは非常に困難です。 

 また、核兵器禁止条約は核兵器保有国の同意が条約発効の条件となっておらず、非核兵器保有国が

集団で合意すれば成立させることは可能です。つまり条約は核兵器保有国の意向や、その安全保障を

核兵器に依存する国などの状況は無視して、核兵器の廃絶に同意せよと迫る形になっております。こ

のような方法では核廃絶に向けた規範の醸成や共有は困難であり、核兵器の安全保障上の意義を受容

する国とそれ以外の国と国際社会を二分する結果になります。そして核廃絶の目標が絶対化されると、

その両者の対話や交渉を通じた歩み寄りが困難となることは明白です。 

 当時の岸田外務大臣が苦渋に満ちた表情で核兵器禁止条約の交渉への参加を否定した際に、核兵器

保有国と非核兵器保有国の対立を一層深めるという意味で逆効果にもなりかねないと表明しました。

この表明は結局のところ、日本の政策を説明する上でこれ以上簡潔でわかりやすい表現はないと思い

ます。外務省は日本内外の有識者を集めた核軍縮の実質的な進展のための賢人会議を立ち上げて、核

兵器保有国と非核兵器保有国の橋渡しの試みを検討する方針を打ち出しています。また、平成22年の
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核兵器不拡散条約の際、日本は軍縮・不拡散イニシアティブを立ち上げ、その橋渡しを進めています。 

 核兵器禁止条約はこれまでの日本の試みを崩壊させ、外交政策上の混乱をもたらしており、日本は

賢人会議を通じてそれを再建しようとしております。もし日本が核廃絶を真剣に考えるのであれば、

現状の核兵器禁止条約に参加すべきではないと考えます。核廃絶のプロセスを重視する上で、日本は

核兵器禁止条約に参加するのではなく、その枠外での方法を検討すべきです。日本政府が真剣に核廃

絶に取り組み、なおかつ安全保障政策を冷静に考えるのであれば、現時点で核兵器禁止条約に参加す

べきではないと考え、不採択の討論とさせていただきます。以上です。 

○【小口俊明委員】 本陳情は不採択であります。 

 核兵器の廃絶は戦争被爆国で我が国国民共通の願いであると思います。核兵器の使用は絶対に許し

てはならない。非人道的な行為である。このように考えます。そのために我が国はＮＰＴ、核兵器不

拡散条約を批准し、核兵器のない平和な世界を目指して外交努力を重ねているものと理解しておりま

す。核兵器禁止条約はこのＮＰＴ、核兵器不拡散条約と同様に核兵器の廃絶をするアプローチの１つ

として、核兵器を禁止するとする条約、このように理解しております。その意義は核兵器そのものを

違法なものであると規定することによって、廃絶の道筋をつけようとするものであると思います。し

たがって、ＮＰＴ、核兵器不拡散条約と一部不整合が生じているとも言えるかもしれません。 

 核兵器禁止条約の批准の判断においては、残念ながら世界は１つにまとまることはできず、核保有

国を中心とした反対があり、それ以外の国々の賛成によりまして採択されました。我が国も賛成しな

かった国の１つに数えられます。核保有国も含めて、人類存続のためにＮＰＴ、核兵器不拡散条約を

批准し、核兵器廃絶への道筋をたどろうとしている多くの国々及び核兵器禁止条約を批准している多

くの国々の皆さんとともに、対話による核兵器廃絶への取り組みを粘り強く進めていくことが必要で

ある、このように考えます。 

 核保有国と非保有国との間の溝を埋め、核兵器のない世界という共通する大きな目標に向けて、核

兵器の非人道性への共感を基軸として厳しい安全保障環境も踏まえつつ、我が国が橋渡し役となり双

方の信頼関係の再構築を図りながら、具体的かつ現実的なアプローチを積み重ねていくことが極めて

重要である、このように考えます。賢人会議での行動を支援、支持をし、進めていくことを求めます。

以上の観点から本陳情は不採択であります。 

○【藤江竜三委員】 本陳情を不採択の立場から討論いたします。 

 核兵器の根絶は願うところではありますけれども、その手法についてはさまざまな方法があるかと

考えられます。また、核兵器について、なくした後にその後日本がどのような選択をとるのかという

ことまで考えますと、その実現性というものは非常に困難な道筋があるやもしれないことが想像され

ます。 

 また、私どもは常々国に対する意見書に対しては、やはり地方自治法第99条に普通地方公共団体の

議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出するこ

とができるというふうにありますので、国防や外交に対する意見書については慎重であるべきという

考えから、この意見書は不採択といたします。 

○【稗田美菜子委員】 陳情者におかれましては貴重な陳情、本当にありがとうございます。また、

署名、その後追加署名も512名ですか、本当に貴重な意見をありがとうございました。 

 これまで日本国におきましては、核兵器不拡散条約のもとで核廃絶を進めていくというふうな議論、

姿勢を持って日本国政府としては進めております。この中では、アメリカ、ロシア、イギリス、フラ
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ンス、中国、５大国は核保有国として認めているという中で、核不拡散を、保有国から持っていない

国への不拡散を進めていくということで立場をとっているところではございますが、実際のところ、

核保有の不平等を生んで、このＮＰＴのもとでも核実験を繰り返して、事実上核保有国という国は増

加しているのが現状だと思います。 

 核兵器のない世界を目指していく第一歩である核兵器禁止条約へは日本が国際社会でしっかりとリ

ーダーシップをとって進んでいくべきであるとも私自身考えますので、本陳情については採択とさせ

ていただきます。 

○【古濱薫委員】 陳情者の方、きょうはありがとうございます。署名活動なども大変な御苦労があ

ったことかと思います。御苦労さまでした。 

 陳情第20号に関しまして、採択の立場で討論いたします。 

 国立市は今までの話にもありましたように、2000年、平成12年に国立市平和都市宣言を行い、さら

にさかのぼること今から37年前、1982年、昭和57年に国立市非核武装都市宣言をしています。そこに

は、「われわれの国立市域にいかなる国の、いかなる核兵器も配備・貯蔵はもとより、飛来・通過す

ることをも拒否することを宣言する。」中略。「核兵器完全禁止・軍縮・全世界の非核武装化にむけ

て努力することを宣言する」とあります。そういったことからも、国立市が陳情事項のように国に対

して署名と批准を求めるのは不自然なことではない、と感じております。核兵器禁止条約への署名と

批准を日本政府に求める意見書を提出することを採択として私の討論といたします。 

○【遠藤直弘委員長】 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賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 ただいまの採決の結果、可否同数であります。よって、国立市議会委員会設置条例第16条の規定に

より、委員長において、本陳情に対する可否を裁決いたします。 

 本陳情について、委員長は不採択と裁決いたします。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午前１１時５３分休憩 

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

午後１時再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(3) 陳情第２３号 子どものいのちを支え、育ちを見守る学校給食の提供の継続を求める陳情 

○【遠藤直弘委員長】 陳情第23号、子どものいのちを支え、育ちを見守る学校給食の提供の継続を

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） 

○【遠藤直弘委員長】 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いします。趣旨説明は簡潔にお願いい

たします。 

○【矢田冨士子陳情者】 よろしくお願いいたします。陳情者の矢田冨士子と申します。 

 子どものいのちを支え、育ちを見守る学校給食の提供の継続を求める陳情。 

 陳情の趣旨。日ごろより国立市の児童生徒の健やかな育ちのために御尽力いただきありがとうござ
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います。周知のとおり、国立市では50年前から保護者を初めとする市民と行政が手を携えて安心・安

全で質の高い学校給食を提供してきた歴史があります。献立作成、物資納入、登録業者選定及び学校

給食センターの運営に各校の保護者がかかわることで、国産、無添加、低農薬など、通称国立基準と

言われる厳しい基準を満たす食材を使用し、伝統食、郷土食、地元の農家との連携をした地場農産物

を積極的に取り入れ、子供たちの命の根幹を支える学校給食の提供が継続されてきたと他の自治体に

誇れるものです。 

 ところが、５月に新学校給食センターの整備事業方針（案）が示されたことで、保護者を初め、市

民の間に不安の声が広がっています。６月22日、続いて８月に２回開かれた市民説明会で、建設から

運営に至るまでＳＰＣ（特別目的会社）を中心としたＰＦＩ方式、つまり、民間委託による事業手法

が示されたからです。 

 説明会では、民間のノウハウを活用することで、効率的な整備、運営ができ、サービスの向上と工

事費並びに運営費の削減が期待できると説明がありましたが、ＰＦＩ方式によるメリットが本当にそ

のデメリットを上回るのか私たちは疑問を感じています。特に、市の職員である栄養士が現場で疑問

を感じても直接調理員に指導ができないこと、調理員及び配膳員の待遇によっては頻繁な人員の入れ

かわりと意識の低下を招きかねないこと、万一事故があった際、ＳＰＣでなく市が全面的に負債と責

任を負いかねないことなど、デメリットと不安要素は多岐にわたります。一方で、メリットとされた

費用削減効果額は15年の契約期間で１億4,000万円程度、つまり、年間1,000万円弱程度、全体の

3.3％であり、特に懸案の建設費もさほど大きな額ではありません。 

 多摩地域では、６割の自治体が調理、配膳における直営を堅持しています。国際社会に目を向けれ

ば、水道事業を民営化した米国ミシガン州で起きた水道水への鉛混入問題も記憶に新しいところです。

衝撃的なのは、ＰＦＩ手法発祥の地である英国では、財政面を含むさまざまな問題により、2018年に

はＰＦＩ廃止、再公営化の方針が示されていることです。 

 食は命の根幹であり、特に子供においては、身体のみならず精神面での成長にも大きく影響を及ぼ

します。公立小学校の７人に１人、中学校では６人に１人の子供が貧困家庭であるという社会状況は

国立市においても同様で、多くの子供たちが食の中心を給食に頼っています。50年間、食中毒による

事故を一度も起こすことなく、行政と市民が協力して子供の命を支え、育ちを見守ってきた国立市の

学校給食の継続とさらなる発展を求め、下記事項を陳情します。 

 陳情事項、１、新学校給食センター整備事業方針と合わせて、国立市の学校給食に関する指針（運

営理念、食材、献立の基準など）を示してください。２、運営面、特に子供の命と育ちに直接かかわ

る調理、配膳、食器洗浄についてＰＦＩ手法と従来の市直営のメリット、デメリットを改めて比較検

討し、保護者、市民を交えてそのあり方を再考してください。以上です。 

 着席で補足の説明をさせていただきます。すごい緊張して済みません。5,000人の子供の未来がか

かっている陳情と何か勝手に気負っていまして失礼しました。 

 今回、この陳情を出すことを考えましたのは、平成18年の給食センター運営審議会で、市から給食

センターの建てかえの計画の諮問があり、その答申に私もかかわったことが大きな理由です。その当

時、国立市に引っ越してきたばかりで何も知らず、給食センター運営審議委員、献立作成委員、物資

納入委員など、保護者が学校給食にかかわっているということに驚きました。その年は給食センター

運営審議委員のなり手がなかったようでしたので手を挙げました。そんな何も知らない私を、当時の

ＰＴＡの役員の方々は、ＰＴＡの運営委員会が終わってから自転車で帰る途中、真夏の暑い日も、寒
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い冬の日も、夜中に立ちどまって１時間以上給食のことについて教えていただき、サポートしていた

だきました。それで国立市では給食がどれほど大切にされているか知りました。 

 先ほどの陳情にもありましたが、明文化されていませんが、国立市の学校給食には安心・安全を守

るための厳しい基準があると聞きます。陳情項目の１は、ぜひそれを多くの市民、保護者に指針とし

て知らせるような文書にしていただきたいです。それは国立市のまちとしての大きな魅力にもなると

思います。実際、兵庫県芦屋市では直営自校式の給食がこんなにすばらしい本になっています。これ

は子育て世代にとって、住むまちを決めるのにすごく大きな魅力になると思います。これは教育委員

会が出しているんです。 

 近、藤原辰史さんの『給食の歴史』を読みました。こちらです。ここには給食の長い歴史上、一

度も貧困問題からおりたことはないと書かれています。そのために、官僚、自治体、学校、市民たち

が骨身を削るような努力をされ守られてきたと知りました。なぜそこまで守ってきたのかと思います

と、給食は教育だからです。民主主義の平等という概念を子供たちの心に涵養する制度だからです。

給食の重要なことは、同じものを皆で食べるということです。そこで子供たちのスティグマを残さな

いためとはっきり書かれています。スティグマとは、他者や社会集団によって個人に押しつけられた

負の表象、烙印です。これはもしお弁当が毎日の昼御飯になるのであれば、白米においしいおかずの

入ったお弁当を持ってくる豊かな暮らしをする子供にも、また、池田勇人総理大臣が過去に発言した

「貧乏人は麦を食え」というような厳しい暮らしをしている子供にも社会の不条理を突きつける、毎

日毎日の学校生活の中で、その烙印を押され続ける苦しい時間であったと思います。だからこそ、日

本では給食に携わってきた官僚が腐心して、給食を教育として位置づけ手放さなかったのだと思いま

す。もしかすると、もはやそんな官僚や公務員はいないのかもしれない。やる気のない自治体より、

やる気のあるノウハウを持つ民間のほうが、おいしく安全な昼食が提供できるのかもしれません。 

 国立市では、子供たちの確かな学力、豊かな心を日々学校で育んでくださっています。そして、そ

れを支えるのは子供たちの健やかな体です。それをつくるのが日々の給食です。それを今まで、本当

に安心・安全、栄養に御配慮くださり、古い施設にもかかわらず、50年間一度も食中毒を起こすこと

なく提供してくださった国立市、給食センターの皆々様はもっと誇っていいのではないでしょうか。 

 ＰＦＩにしても給食の質は落ちないし、むしろ民間のすばらしいノウハウがあるので悪くならない

という御意見もあるかと思います。保護者の中にも、そういう意見の方もいらっしゃるでしょう。で

も、民間と公とははっきり目的が違うと思います。民間は利益追求です。それができなければ、撤退

や給食の質の低下もあるのではないでしょうか。 

 実際、モニタリングしないと公共サービスの質の低下を招くと８月の説明会の資料にもありました。

たしか議会の一般質問でも、３年間のモニタリング運営のための準備期間が必要、コンサルの支払い

が4,000万円近くかかると聞きました。狛江市では、ＰＦＩではありませんが民間委託で突然の撤退

があり、今は公設の一部委託にしています。東大和市は、ＰＦＩでの建てかえを見直す方向です。そ

して、武蔵野市では財団方式で給食を提供しています。夏休みには市民と協働して夏休みコミュニテ

ィ食堂などもしています。国立市でも、こども食堂を開催している市民のグループがあります。その

グループ・団体と一緒に何かできることもあるのではないでしょうか。また、国立市の農家の方々と

一緒に地産地消を進める、そんな事業もあったと思います。ＰＦＩになってしまうと、そういったこ

ともできなくなるのではないでしょうか。給食が教育ではなくなるのですから。市民と一緒に守って

きた給食、これからもっと温かな豊かな未来を子供たちにつくっていけるのではないかと思っていま
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す。 

 民間、ＰＦＩを何が何でもだめと言っているのではありません。６月の説明会ではなかったＰＦＩ

の手法のデメリットが８月の説明会ではありました。先ほども申しましたが、継続したモニタリング

の必要性と給食センターの早期建設の困難というデメリットが示されています。モニタリングのノウ

ハウも民間に学ばなければならず、それにかなりの予算と時間も必要。また、契約や公募の手続にも

時間がかかるため、早期に建設することはできないとのこと。施設の耐震、設備の老朽化なども考え

ると、ＰＦＩにも建設だけで特化するようなさまざまな方式もありますし、武蔵野市のような財団方

式という形もあるのではないかと考えます。速やかな新施設への移行を考えると、果たして今のＰＦ

Ｉ方式による手法は 善の方法でしょうか。 

 昨年発表された給食施設についての研究には、今後、少子高齢化が進む日本では自校式が適切であ

るというような研究結果も出ています。災害などの炊き出しの施設としての利用なども考えるともっ

と考えるべきことがあるのではないでしょうか。この問題を、市民、保護者がほとんど知らないで進

めることは拙速だと思っています。ぜひ広く、このＰＦＩの建てかえのことを知らせていただき、市

民全体で考えることをいま一度お願いしたいと思います。 

 少子高齢化、限られた資源の問題などを考えましたときに、果たして今までどおりの経済成長が望

める社会でしょうか。子育ては合理性だけを見てうまくいくものではなく、時にそこにあえて予算を

かけなくてはいけないということもあると思います。これが２の陳情の趣旨です。 

 後に、こちらの藤原辰史さんの文章の一部を読ませていただきます。学校職員、調理員はもちろ

ん、文部省……。ここじゃなかった、済みません。給食は教育政策、貧困対策、災害対策、健康政策、

食料自給、地域の発展、地域の活性化、全てについて持続的かつ効果的な力をもたらすものであった。

子供の貧困が許されざるほど深刻化し、小中学校の先生が心身の過労で次々に倒れ、地方の疲弊がと

まらず、地域の紐帯が緩み、きずなですね。地震と水害が絶えない災害大国である日本を根本から立

て直すには、ある意味日本のお家芸でもある給食はその原動力に位置するといっても過言ではないだ

ろう。私もそういうふうに思います。どうぞ御審査よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 本日は陳情の提出ありがとうございました。何点かお伺いしたいと思います。 

 まず、陳情者は献立作成委員会とか、保護者がかかわりを持つ給食委員会というんでしょうかね。

（「給食委員会は別です。給食委員会はＰＴＡの中にあるものです」と呼ぶ者あり） 

○【遠藤直弘委員長】 ちょっと住友委員。指名してからお願いします。そういう質疑の仕方をしな

いでちゃんと簡潔にしてください。 

○【住友珠美委員】 ごめんなさいね。献立など給食に対する運営にかかわってこられたと思うんで

すけれども、私は豊島区と、あと小金井市に自分の息子を通わせておりまして、こんなことはなかっ

たなというふうに思いまして、そこは他市と比べてすごくすばらしいところだなというふうに思った

ところなんですが、そういった給食にかかわっていく中で、どのような感想をお持ちになったか。こ

ういった運営にかかわること、どういった感想があるのかお聞かせ願えますか。 

○【矢田冨士子陳情者】 ありがとうございます。私は子供が５人いるものですから長くＰＴＡにか

かわらせていただいて、その中で本当に国立市はすばらしいなと思ったんです。もちろん保護者の方

の熱意もそうですし、学校の先生も、また給食センターの皆さんも本当に保護者の声を聞いて真摯に

向き合ってくださっているということをひしひしと感じて、それが安心・安全な給食をつくっている
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んだということを本当に感じました。本当に皆さんの心でつくっているんだなと思いました。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。確かに本当に保護者の声も通じる、ということはやっ

ぱり食べている生徒の声が通じている給食である、心でつくっているというのは、まさにそのとおり

かなというふうに感じます。 

 それと運営に関しまして、思いとしましては、今までの形がよいということをお考えということな

んでしょうか。その辺をちょっとお聞かせ願えますか。 

○【矢田冨士子陳情者】 今までの形で、やはり私たちがわからない部分で難しい部分もあると思い

ます。ＰＦＩが、先ほども申しましたように全くだめだとは思っていません。ただ、それを知らない

間にメリット、デメリットもちゃんと精査されないままこのまま進んでいくのは、私たち市民として

も納得ができないものですので、そこをちゃんと市民と一緒に、保護者と一緒に考えて、それで進め

ていただきたいと思っております。 

○【住友珠美委員】 今現在、給食センターは老朽化も進んでおりまして、さまざまな問題も出てき

ているところだと思うんですけれども、今後の進め方、やはり今言ったように、みんなで考え、みん

なで進めていく、この陳情ではそのことをきちんとやってほしいということで、考え方としてはよろ

しいでしょうか。 

○【矢田冨士子陳情者】 そうです。 

○【古濱薫委員】 陳情者の方、きょうはありがとうございます。国立市の子供たちが健やかに育つ

ための根底となる学校給食について真剣に考えてくださっている市民の方がいるのだということを大

変うれしく思います。 

 １点お聞かせください。今、陳情の趣旨の中にもございました質の高い学校給食を国立市は提供し

てきたと。国産、無添加など、ちょっと国立基準というのは私は初めて耳にしたんですが、そういっ

たほかの自治体に誇れるといった、今の国立市の給食の予算の中身、質の高さですとか、そういった

ことは具体的にどんなことかとお考えか教えてください。 

○【矢田冨士子陳情者】 以前、栄養士の方にお話を聞く機会がありまして、すごいなと思ったのは、

ドレッシングとか、調味料から一つ一つ吟味して、ない場合は栄養士たちが考えてつくられているん

です。それが製品化されたりもしているんです。実際、コマツナのアイスクリームだとか、そういっ

た試みも地場野菜でされていたり、本当に少ない予算の中でこれだけのことを考えられるというのは

やっぱり思いがないとできないことだと思います。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 ここで陳情第23号について署名が追加されておりますので、局長から御報告をいたします。議会事

務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御報告申し上げます。 

 陳情第23号につきまして、その後、賛成署名が228名追加され、外230名となりました。以上、御報

告申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 署名の追加については以上のとおりであります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 この陳情にありますけれども、ＳＰＣでなく市が全面的に負債と責任を負いか
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ねないということですけれども、確認ですが、責任の所在というのは市が責任の所在ということでよ

ろしいんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 それでは、お答えいたします。責任についてということでありますけ

れども、ＰＦＩ方式で行った場合においても、例えば郵政の民営化とか、そういった経営まで含めて

民間化するということではなく、あくまでこれは給食センター、給食提供事業というのは市の事業と

して行っていきますので、そういった意味で責任、それから、事業としては市の事業としてやってい

きます。ですので、万一事故があった場合の負債と責任ということになりますけれども、市民の方々

への説明責任、こういったものはまず市にあるというふうに考えております。その上で事業を委託し

ていく部分について適切にリスク分担を行いまして、その契約内容に基づいて、その後、事業者に必

要に応じて負担を求めていくということはあり得る、そういうような形で考えております。 

○【住友珠美委員】 今、負担。ごめんなさい、ちょっともう１回。理解ができなかったんですけれ

ども、負担を求めていくということは、 終的に市民に対する責任というのは市が持つということで

よろしいんでしょうか。そこをはっきりお願いします。 

○【古川教育施設担当課長】 説明が回りくどくて済みません。先ほど申し上げたように、給食提供

事業は市の事業ではありますので、責任を持つのは、あくまで一旦市が持つということになります。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。そうしますと、陳情事項１にありますけれども、国立

市の学校給食に関する指針を示してくださいとあります。この指針、責任主体として、責任主体が市

にあるということであれば、責任主体としてこういった指針はしっかりと出すべきではないかという

ふうに私は捉えているんですけれども、その点に対してはいかがですか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 お答えいたします。公になっているものといたしましては、

国立市立学校給食センター設置条例というものがございます。そちらのほうの第４条というところで、

給食センターは学校給食法第２条に掲げる目的を達成するために国立市立小学校及び中学校の学校給

食用物資の調達、調理、輸送、その他必要な事業を行うと明記してございます。この学校給食法第２

条というのは、学校給食の目標を７つの事項について定めたものでありまして、こちらが公的に条例

となっているものでございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。条例では定めているという解釈をいたしましたけれど

も、この指針です。いわゆる、ここに書いてあるように運営の理念であったり、食材、献立の基準、

こういうのを今どのようにお考えなんでしょうか。 

○【宮崎教育次長】 ありがとうございます。給食を実施する学校給食に関する指針、理念とか考え

方、これについては、先日、一般質問の中で教育長が過去からの給食が実施されてきたそもそもの目

的ですとか、その経過の中でその目的もさまざま変わってきてだんだん広がってきた、そういったと

ころをお示ししたかと思います。 

 日本の国においては、子供たちの食、給食について、何を目標に、何を目的に、どのように行って

いくかという基本的な部分は、現在、法整備等でしっかり考え方があるものと思ってございます。少

し長くなってあれですが、そんな中で陳情に関して申し上げますと、まさにこの上のほうの７行目ぐ

らいですか。国立市がどのように給食を実践してきたか、ここについて陳情者は非常に評価してくだ

さっている。本当にありがたく思います。そして、 後の２行です。この50年間しっかり行ってきた

国立市の給食を今後もしっかり継続してほしいと。これは私どもの思いと全く同じでございます。そ

のことを継続してしっかりやっていくために、この陳情事項１にして言えば、運営とか、食材、献立
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の基準、これは法体系の中でしっかり目標とかを定めている中で、国立市の中でいかに実践してきた

か。これが運営に関して言えば、運営審などで、保護者ですとか、あるいは学校の関係者にも参加し

ていただきながら一緒に考えてやってきた。それから、この食材とか、献立についても栄養士がしっ

かり、もちろんその基準について、例えば栄養摂取基準とか、衛生基準とか、それは当然のものはあ

りますけれども、その中で国立市としてどうやっていくか。これは栄養士が責任を持って、さらに献

立作成委員会などを行う中で実践してきた。 

 私どもは、こういったことをこれから先、しっかり子供たちのためにいかに継続させていけるか。

確かに給食センターの老朽化という課題がある中で、給食センターの形が今後大きく変わってきます。

そうすると、今までと全く同じような形態でやっていくことが難しかろうというところで、現在の計

画等を運営審ですとか、あるいはパブコメ、それから議会報告ですね。そういったことを行って意見

をいただきながら平成26年度から取り組んできたというところです。ですから、この陳情をくださっ

た方々と思いは同じところで、現在、運営指針等について、運営理念あるいは食材、献立の基準等に

ついて指針をしっかり定めてくださいというところについては、そもそも給食については考え方があ

るんだと。そして、これまで実践してきたものをいかに継続していけるかという仕組みを私どもは考

えてきたというところでございましたので、そのように御理解いただければよろしいかと思います。 

○【是松教育長】 ちょっと補足で、質疑委員のほうで一番御心配なされていた 終的なというか、

第一義的な学校給食に関する責任と、仮に負債が生じた場合の責任は誰が持つんだというところにつ

いては、これはもちろんでございますけれども、市が、教育委員会が第一義的な責任と負債を負いま

す。これはなぜかというと、今、給食センター所長が申し上げたように学校給食センター設置条例と

いうのがございまして、実はこの設置条例をＰＦＩになったからといって変えていくわけではござい

ません。この設置条例は、あくまでも市が学校給食センターを建設し、運営していくんだと、責任を

持ってやっていくんだということをうたっているわけでございまして、これに一切を手を加えるつも

りはございません。その根幹となるのが第４条ということで、先ほど給食センターの所長が御説明申

し上げましたけれども、学校給食法の第２条に掲げるさまざまな目的を、市が責任を持って学校給食

の中で行っていくんだということをこの第４条でうたっております。 

 あわせまして、陳情の中で、食材、献立の基準等を示してくださいということでございますけれど

も、これは国立市の給食摂取基準がもう示されております。それから、物資納入、選定の方針、これ

も長い年月の中で培われて示されております。それから、物資の検収、検査です。これは安全性があ

るかどうかという放射能の検査も含めて、その検査、検収もしっかり行っていくし、それもうたわれ

ております。それから、衛生管理をしっかりやっていくということもあわせてうたわれておりまして、

実は『くにたちの学校給食』という冊子が毎年給食センターからつくられていまして、この中にそう

いった理念、それから、さまざまな基準、そういったものを全て書き込んでございます。ですから、

これをよく運営審議会でも、私は運営審議委員になった方に、まずはこれを読んでください、ここに

給食センターの全てのものがありますということを毎回申し上げて説明して、なおかつ運営審議会の

御協力をお願いしているということもございまして、こういうものもあるということをぜひ御参考い

ただきたいと思いますし、こういうのに基づいて、引き続いてＰＦＩで行っていくのは調理作業と施

設維持管理のその部分だけでございますので、その他、この陳情にあります、先ほど次長が申してお

りました上から３行目以降のこれまで培ってきた給食センターのさまざまな成果というものは、これ

は責任を持って市で引き続いて行っていくということはさんざん申し上げているところでございます
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ので御理解願いたいというふうに思います。以上です。 

○【住友珠美委員】 教育長から本当に熱く語っていただきました。ありがとうございます。 

 それで、責任の所在、しっかりと責任を持ってやっていくということでありますが、もう１つ、陳

情者の中でも、私もこれはそうだなと思ったところがあったんですけれども、半ばぐらいに書いてあ

るんですが、調理員及び配膳員の待遇によっては頻繁な人員の入れかわりと意識の低下を招きかねな

いこと、ここをすごく心配されているんだろうなというふうに捉えました。人材の育成にかかわれる

かどうかというところはすごく大きいと思うんですけれども、こういった調理員または配膳員の人材

育成、そして、待遇について市はかかわれるのであるのかどうか、この辺を確認させてください。 

○【古川教育施設担当課長】 調理される方の人材育成、それから、雇用の面ということの御質疑か

と思います。まず、調理に関してＰＦＩ方式で行った場合、調理専門の会社によって今まで以上に安

定した人員配置ができることで継続性が担保されるというふうに思っておりますけれども、待遇の部

分になりますが、これはあくまで後ほど申し上げる選定においてというところになってきますが、さ

まざまな事業者にお話を聞いていく中で、例えば免許を持っていらっしゃる方は正社員として登用さ

れたりというようなこともございます。ですので、その企業の中で正社員ということで登用された中

で研修とかそういったことも行っていけるかと思いますし、あとは、これから事業者を募集していく

段階になったところで、そういった雇用の面、それから、人材をどのように育てていくかという面も

含めて選定を行っていきたいというふうに考えております。 

○【住友珠美委員】 選定を行うことはわかったんですけれども、人材育成のところで、多分、この

陳情者が言いたいことは、今までやってきた国立市基準というんでしょうか。心でつくってきた給食、

そうしたものがきちんと受け継がれていくのかなというところを心配されていると思うんです。そう

いうところが、私は、今回、人材育成が市のほうでできない場合であるとなかなか難しいんではない

かなと思うんですけれども、その点は課長はどのようにお考えですか。 

○【古川教育施設担当課長】 陳情いただいているほかの部分にかかわってまいりますけれども、調

理員に直接指導ができないというような記載もありますが、実際、栄養士が調理現場に入っていって

現場責任者とともに改善のお話とか、現場責任者を通じて事業者側の調理員にお願いすることはござ

います。そういった中でも、研修ではないですけれども、日々の業務の中でそういったこともできる

と思いますし、それから、事業者が異なっていく中で、日々定期的な打ち合わせを調理員としていく、

そういった中でも研修、こういうふうにしてもらいたい、国立市の給食は今までこういうふうにやっ

ていたんだよということを伝えていく、それを実践していくことができるかと思っております。 

○【古濱薫委員】 新しいセンター建築に際して、今回、運営手法ですとか、学校給食センター運営

方法とかを決める岐路に立っているところだと思います。陳情の方の事項の１に、指針、運営理念、

食材、献立の基準などを示してくださいとありますが、国立市の学校給食センター整備基本計画には、

実はもう基本理念がございます。一般質問などの中でも教育長が理念といったものを示されていまし

た。しかし、それなのにどうしてこうやって指針だとか理念だとかを聞きたがっているかというと、

私も感じますが、この基本理念を読みますと、この示されているものを見ますと、やっぱり理念とい

うよりもちょっと手法寄りなんです。ツールですとか、方法ですとかに近いものに感じるんです。調

べましたら、理念というのは何を 高ものなのかとするかということについての根本的な考え方だそ

うです。社会とか時代とかがさまざま変わっても早々ぶれないような考え方のことではないでしょう

か。 
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 かえってみまして基本理念、国立市のものを見ますと、大変しっかりしたものです。これに沿って

やっていけば間違いは起きないだろうというようなものでありますが、理念というよりかはＨＡＣＣ

Ｐ（ハサップ）ですとか、リサイクルですとか、そういった取り組みとか、財政負担の低減にもつな

がるとか、ちょっと理念とは違ってやっぱりやり方であったり、手法に近いようなもので、ここはひ

とつ子供たちの大事な成長を守る学校給食、これは大変重要な教育の１つの本当に重要なところだと

思います。教育長に、一言理念、どんな時代になっても変わらない本当に人間の営みに近いというよ

うな、そういった命を守るような学校給食がどんな役割を果たすか一言お願いしたいです。 

○【是松教育長】 これは一般質問でも少し述べさせてもらいましたけれども、やはり学校給食が一

番果たす役割というのは、子供たちの栄養をしっかり摂取して、まずは健康増進を給食を通じてしっ

かり行っていくということ、まずこれが第１です。これが何よりも優先されなければなりません。そ

れから、２番目として、それでは、栄養だけつけさせて、カロリーさえつけさせればいいのかという

と、またこれはそうではなくて、やはり正しい食生活、毎日の日常の食事というものの食習慣という

のはどうあるべきかということも学校給食の中でしっかり教えていく必要があります。特に生活習慣

病とかいうことで今多くの疾病が出てきておりますので、今後、子供たちも長寿になっていきます。

そうした中で生活習慣、食事習慣がいかに大切であるか、その積み上げがいかに今後の長い子供たち

の人生にかかわってくるかというようなことをしっかり教えていくのが学校給食です。 

 それからさらに、これも申し上げましたけれども、子供たちにとって食の大切さ、食に対する正し

い知識、これはもちろん消費者としての知識もありますけれども、食、この持続する社会がしっかり

食料を確保していくという意味での知識を教え込まなくてはいけません。これがいわゆる食育の部分

に当たります。食育の場合には、やはり食をめぐる自然環境の大切さでありますとか、それを生産し

ている人々の気持ちでありますとか、それから、生産と消費、あるいは流通がどのように行われてい

るかというようなこととかを、しっかり給食を通じて教えていくという意味で給食は大変大切なもの

だということで給食を行っていきたいというふうに思っています。 

 ただし、これは給食だけで成り立つものではありません。食育、食全体の問題となれば、これは家

庭と、あるいは地域と、あるいは国が挙げて、ともにしっかり取り組みを行っていかなきゃいけない

ものでございまして、平成17年の食育基本法はまさにそこら辺に基づいて制定されたものであります

し、その食育基本法の中でも学校給食の役割というのは、今、私が申し上げたような役割があるよと

いうことで、それ以外にも家庭での役割、それから、全般的な自治体としての役割、国の役割がしっ

かりうたわれておりますので、食育全体については食育基本法の中で見ていくにしろ、その中で学校

給食が果たすべき役割をしっかり果たしていきたい。そういった学校給食を今後もやっていきたいと

いうふうに思っております。 

○【小口俊明委員】 それでは、伺ってまいります。先ほど来の委員と一部重なるところがあるかも

しれませんけれども、私なりに伺ってまいりたいと思いますが、まず基本的には、この陳情、学校給

食センターの建てかえというところに集まるお話になっています。ここまでこの事業を進めてきた、

老朽化という言葉もありますけれども、そのこと、状況を受けての新しい給食センターということで

ありますから、この事業の概要をまず教えてください。きょう現在、どういう学校給食センターの状

況で、これをどのぐらいのスケジュール感で新しくしていこうと考えているのかを伺いたいと思いま

す。 

○【古川教育施設担当課長】 まず給食センターの現状についてお伝えをさせていただきます。今現
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在、給食センターが建ってから50年たっております。ですので、施設、外側もそうですけれども、内

部の設備も劣化をしておりまして、中の機器の入れかえだけでは今の衛生管理基準に到達できないと

いうような状況がございます。ですので、新しい場所で給食センターを今の衛生基準に合った形でつ

くっていかなければいけない、これが今の現状だというふうに認識しております。 

 これまでの事業の経過というところでお話をさせていただきたいと思いますけれども、過去、陳情

者からもお話がございましたが平成18年から運営審議会、それから、庁内の組織で新しい給食設備に

ついて議論がなされてきました。今現在のところに至った直接的な大きな経緯としましては、平成28

年の11月に国立市立学校給食センター整備基本計画というのを策定いたしました。この中で大まかな

方向性として、センター方式で新しい場所で建てるということ、それから、ＰＦＩ等を活用してやっ

ていくという大まかな方針が出されました。この策定に当たりましては、平成26年から１年半ほどか

けまして策定してきたものになっております。策定に当たっては、先ほども出ましたが運営審議会。

運営審議会は、学校ＰＴＡの保護者の代表の方、それから、学校の代表の方、それから、識者の方が

加わっておりますけれども、こちらにも６回ほど情報提供させていただいたり、意見をいただいたり

しながら策定をしております。そういった中で幾つか意見を反映させていただいているところで言う

と、事業方式の比較の項目の中でも運営審議会からいただいた意見等を踏まえて事業計画を策定して

おります。これでＰＦＩで行くという大まかな方針が出ましたので、昨年度、土地を確保し、ＰＦＩ

が具体的に導入が可能かどうかという調査を行いまして、今年度、詳細な事業、整備の方針というこ

とで新学校給食センター整備事業方針（案）というものを策定したと、経緯としてはこのような形な

になってございます。以上になります。 

○【小口俊明委員】 先ほど聞いた中で、スケジュール感というところでもう１つ確認したいんです

けれども、そこはいかがですか。 

○【古川教育施設担当課長】 失礼いたしました。先ほど 後に申し上げました新学校給食センター

整備事業方針（案）では、今後のスケジュールを示させていただいております。事業者選定に今年度、

来年度、時間を頂戴いたしまして、その後、着工等を行い、令和５年、2023年の２学期には給食セン

ターを新しいところで稼働したいというようなスケジュール感で今現在おります。以上になります。 

○【小口俊明委員】 いわゆる市行政だけが方針を決めてということではない状況かなというふうに、

今、確認をしました。それで先ほどの委員も触れられていた陳情書の中にあるデメリットということ

で具体的に取り上げられている中で、さっきも一部お話がありましたけれども、市の職員である栄養

士が現場で疑問を感じても直接調理員に指導できないという、これはこういう状況になるんでしょう

か。直接、市の職員が、栄養士が指示をできないということなんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 おっしゃるとおりでございまして、事業者のほうの調理員に、直接市

の栄養士が指導するということはできません。 

○【小口俊明委員】 ということのようですが、それを、先ほど対応する内容のことを一部お答えに

なっていましたけれども、もう１回聞きますけれども、それはどんな形で対応なさるの。 

○【古川教育施設担当課長】 直接、事業者の調理員に栄養士が指導することはできないんですけれ

ども、現場の責任者、事業者側の責任者と市側の栄養士がともに現場に入っていく、事業者側の責任

者はほぼ毎日給食センターの側にいると思いますので、その方と一緒に市の栄養士が現場に入ってい

って、現場を見ながら指導者を通じて改善を求めていく、こういったことは可能になっているかと思

います。 
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 また、加えてになってしまって恐縮なんですけれども、事業者側と事業者側の事務所というものも

新しい給食センターの中に整備していこうかと思っております。そういった中で、市の事務所、それ

から、事業者側の事務所というものが同じ建物の中にありますので日々意思疎通を図っていったりと

か、定期的な打ち合わせを行う、こういったところも通じて調理員のほうに改善ですとか、そういう

ことを伝えていきたいというふうに考えています。 

○【土方市立学校給食センター所長】 補足なんですが、他市の状況も鑑みてみますと、今、担当課

長が申しましたように新学校給食センターには事業者のほうの事務所も入るということになります。

事業者のほうにも責任者、仮にこの方が栄養士だといたしましたら、当然朝の段階で市の栄養士とそ

ちらの事業者の栄養士と、その日の綿密な打ち合わせをいたします。その日の打ち合わせをして、な

おかつ調理現場にも一緒に入っていくという形になります。そこで何か気がついたことがあれば、そ

の現場管理者に直接指示をするという形になります。そこでやっていくというのが他市と同じ形にな

りますので、それで他市で大きな不都合というのは聞いていないところではございます。以上です。 

○【小口俊明委員】 ということは、市の職員である栄養士が現場で、もし仮に疑問を感じた場合に

は、そのことが直接、いわゆる実質的に直接現場に反映されるという体制をつくっていく、あるいは

つくることが可能であるということかなというふうに理解すればよろしいんでしょうか。 

○【古川教育施設担当課長】 おっしゃるとおりでございます。 

○【小口俊明委員】 そうしたら、もう一点、心配の、いわゆるデメリットというところでの記載が

あります。調理員及び配膳員の待遇によっては頻繁な人員の入れかわりとか、意識の低下を招きかね

ない。これは先ほど課長が一部これに関連して答弁なさっていましたけれども、こういう事態を招く

ような可能性というのは、今、市としてはどのように見ているんですか。いわゆる市が直営ではあり

ませんから、直轄ではありませんから、場合よってはこういう心配もあるんじゃないだろうかという

ふうに陳情者の方は御心配なさっているわけです。新しい方式の中で、こういった可能性というのは

本当にないのかどうかというところは、今の段階では市はどのように整理されているんですか。 

○【宮崎教育次長】 こちら陳情に書かれているそのものを見ますと、調理員、配膳員の処遇によっ

てはそういった状況が起きるのではないか。つまり、公共が直接行う場合と民間が行う場合で、民間

のほうが処遇面でマイナスがあるのではないかと。それをもってやる気がなくなって、そのようなこ

とが起きるんではないかという御心配だと思うんですけれども、１つ私どもは事業者を選定するに当

たっては、そういった処遇面が基本的に極端に落ちることがないように、しっかり一定の水準でとい

うことを求めてまいります。もちろん今現在も正職がいて、嘱託員がいて、臨時職員がいて、さまざ

ま条件は違いますので、その中でどのような新しい調理体制の中で職責を担ってやっていくかによっ

てさまざま違ってくるかとは思いますけれども、基本的には下がらないようにお願いしてまいります。 

 それから、現在の国立市の体制についてもなかなか難しさが出てきているのは、かつては職員とい

う、いわゆる処遇面で非常にいい状況の中でほとんどの職員がやってきた。それが今現在、さまざま

な非正規職員に活躍していただくような状況、これは国のほうの現業職員の活用に対する考え方とか、

そういったものもある中で極めて高い処遇で直営でやっていくことが難しくなってきた。ましてやそ

ういうことをやろうとすれば、それは全て市民負担になってきますので、そういったところの兼ね合

いも見る中で、新たな形態になったとしてもしっかり調理員たちが意識を持って働いていただけるよ

うに私どもも考えてまいりたい。 

 その上で、先ほど人材育成云々というようなお話がありました。これについても、例えば調理技術
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といった面では当然事業者のほうが中心として担っていく部分ではありますけれども、これまで国立

市がどのような給食を実践してきたか、どういった考え方で子供たちのために給食をやってきたか、

そういったことについては、例えば事業者と協力する中で私どもの職員が研修に参加してお話をする

とか、理解していただく、そういったことも取り組みとしてやらせていただけるのではないか。つま

り、新たに働く方々が処遇面でやる気がなくなって頻繁に人員が入れかわるということがないように

私どもはしっかり考えていきたい。 

 それから、現状、以前の議会の補正予算の中でもあったんですけれども、現状の体制においても、

やはりなかなか、先ほど申し上げたように処遇面で難しさが出てきているので、残念ながらおやめに

なってしまって、なかなかその後の人員が見つからなくて大きな減額補正をしたということもありま

した。そういったところも踏まえて、新たな給食センターの中で、どのような体制で、しっかりと子

供たちに責任を果たしていけるか、そういったところを考えて、今のところ整理してきたというとこ

ろでございます。以上でございます。 

○【小口俊明委員】 もう一点、この陳情書の中にあります、いわゆるデメリットです。ＰＦＩにお

けるデメリットとして心配をされているのが、万一事故があった際、ＳＰＣでなく市が全面的に負債

と責任を負いかねないというところです。これはさきの委員も質疑をした中で、教育長のほうで、こ

れは第一義的には市が責任を負うというふうに御答弁がありましたけれども、この陳情者あるいは陳

情書が心配しているのは、いわゆる現場のふぐあい、不都合で事故を招いたような場合というのは、

やはり一定のＳＰＣに責任なりがあるのではないかということを前提としてこの陳情書に書かれてい

るのかなというように思いました。その部分を全てこれも含めて、市が全部負債と責任を負ってしま

うというようなことにならないんでしょうかということを心配なさっている部分かなというふうに思

います。そこについての切り分けとか、責任の所在というのは、もう一段深く今の考え方をお示しい

ただければよろしいのかなと思いますが、いかがでしょう。 

○【古川教育施設担当課長】 事業全体としては先ほども申し上げたように市の事業ではありますの

で、一旦の説明責任ですとか、責任は市のほうにございますけれども、ＳＰＣと契約をしていく中で

業務分担をそれぞれ行います。ですので、そのお互いの業務、担当している業務の部分について何か

間違いが起こったという場合については、その契約の中で業務を分担しているほうが、責任、それか

ら、負担を 終的にはしていくということになるかと思っております。 

○【小口俊明委員】 そういうことですね。わかりました。 

 それで陳情事項の２に関して伺いますけれども、ＰＦＩの手法と従来の市直営、これのメリット、

デメリットを比較検討ということが言及がありますけれども、先ほど来、それはしているというよう

な答弁もあったわけですが、これは具体的に言うと、どういうメリット、デメリットということで公

表されているのか、示されているのか、二、三、もし例を引いてお答えができるのであれば伺いたい

と思います。 

○【古川教育施設担当課長】 先ほども申し上げさせていただきましたとおり、平成28年の11月に策

定をいたしました給食センター整備基本計画の中で具体的にメリット、デメリットを比較をしており

ます。その中でも、先ほどもちょっと御紹介をさせていただいたんですけれども、運営審議会から比

較項目の追加の御意見等をいただく中で新たな比較の項目等もつくっております。具体的なそれぞれ

のメリット、デメリットというところになりますけれども、まず直営に関するメリットに関してです

けれども、建設が比較的短期間になることですとか、それから、災害時の市の職員での対応が可能と
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いうようなところ、それから、先ほどの御質疑に出ていますような調理指示などが直接行えると、こ

ういったところが直接調理等も市が行うメリットになるかと思います。 

 ＳＰＣまたはＰＦＩに関するメリットというところになりますけれども、新しい給食センターに移

ることに関して、機器、それから、使い方や新しい給食センターは部屋ごとに細かく区画がされてい

たり、運用の仕方が今と全然違います。ですので、そういったところにたけた専門の事業者が入って

いくことでスムーズに新しい給食、より安全な給食へスムーズに移行できるということ。それから、

ほかの自治体でも事業等を事業者が請け負っておりますので、国立市の今までの給食のいいところは

残した上で、さらに他市で実践しているような新たなメニューですとか、そういったものも国立市の

給食の中に取り入れて、子供たちに新しいメニュー、こういうものを提供してよりおいしさを追求で

きるといったこと。それから、アレルギー対応についても同じような形になりますけれども、国立市

では、今、アレルギー対応食というのを提供しておりませんのでそのノウハウはございませんが、民

間事業者はほかのところでアレルギー対応をしてアレルギー食等をつくっておりますから、そういっ

たもののノウハウを持ってくることによってスムーズなアレルギー食への対応ができる。 

 あとは、大きくはこれはＰＦＩに言える部分かと思いますけれども、調理以外にも施設の維持管理

等もＰＦＩの事業者のほうで行っていただくことになります。ですので、調理部分、先ほどの労務管

理の部分等も市の職員で今行っていてというところがございましたけれども、それに加えて施設の維

持管理に関しても民間事業者のほうで自主的に行っていただくということになります。ですので、市

の職員で今まで食育の面ですとか、そういったところでできなかった部分、やりたくてもできなかっ

た部分、これが労務管理とか、施設維持管理の分の力を使って今までできなかったことをさらに加え

ることができる、こういったところがメリットになるかというふうに考えております。 

○【小口俊明委員】 デメリットのほうは。 

○【古川教育施設担当課長】 まずＰＦＩに関するデメリットになりますけれども、選定方法に時間

がかかるというところになります。なので、選定、どういった事業者に来てもらいたいか、どういう

給食をつくるか、こういったところを 初に市のほうできちっと決めて、それで募集するということ

が重要だと思っております。ですので、そこに時間がかかってしまうということ。それから、事業者

を選定して運営していただく中でもモニタリングという形で、市の望んだ給食、市のこういうふうに

したいという給食をきちんとやっていただけるかと、これをきちんと確認していかなければいけませ

ん。ですので、そういったところでも外部の事業者も使いますが、市の職員とも常に意思疎通、連携

をして、どういった給食をつくっているか、どういうふうに改善していけばいいかということを日々

やっていく必要がある、こういったところがデメリットになるかと思います。 

○【小口俊明委員】 運営面でのデメリット。先ほど陳情書の中にあった３つぐらいのああいったこ

とというのは、これはデメリットということでの捉え方では対応していかれるのかどうか。先ほど答

弁があったように何らかの対応を考えていらっしゃると思うので。そうすると、こういったことも、

いわゆるデメリットとして認識をされて、これに対してはこうだと、このように対応していくんだと

いうことを明確に示していく必要があるのではないかなと、私はこの間の質疑の中で感じたところで

あります。それを今この段階で、今後どういうふうに取り組んでいくのかという方向がもし当局とし

て認識があるのであれば伺っておきたいと思います。 

○【古川教育施設担当課長】 先ほどから御質疑に出ております栄養士が現場で疑問を感じても調理

員に直接指示ができないといった点ですとか、配膳員の待遇によってという部分、それから、事故が
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あった際という部分になりますけれども、答弁が繰り返しになってしまうかもしれないんですが、栄

養士が現場で疑問を感じてもという部分については先ほど答弁を申し上げたような内容でやっていき

ますということを事業者と契約をする。そういった中できちんと示していくことで対応がきちんとで

きるというふうに感じております。配膳員の処遇等についても、事業者選定、それから、事業者との

選定後のやりとりの中で、研修、それから、待遇のところ、こういったところもクリアできていくの

ではないか。それから、事故があった際、こちらも契約上きちっとお互いの担当する事業、担当する

部分です。それから、何かあった際の対応方法、こういうのは契約の中できちんと定めておきますの

で、こちらについても対応がきちんとできるかというふうに考えております。以上になります。 

○【遠藤直弘委員長】 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。 

午後２時１分休憩 

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

午後２時１４分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 では、何点か質疑させていただきます。これまでの委員の質疑の中でわかっ

たことは、事業主体が国立市であるということと、食材選定、提供、献立作成などについての主要の

部分はこれまでどおり市が行うということでした。学校給食センター運営審議会とか献立作成委員会

など、各種の委員会はパブコメの中にもありましたが、市特異のすぐれた仕組みであると私も認識し

ておりますし、そのように答弁もいただいておりますので、市はどのようにこれがすぐれていると認

識しているのか、まずお伺いいたします。 

○【土方市立学校給食センター所長】 ただいま献立作成委員会の御質疑が多かったと思います。国

立市は献立の作成に関しまして、年11回、８月を除き毎月１回、献立作成委員会を実施しております。

この中では保護者代表の方に集まっていただきまして、その当該月における前月の給食に対する御感

想をいただいております。皆様、これに関しましては各学校にアンケートをとってきていただきまし

て、お子様の生の声をいただき、今後の献立メニューに役立てていこうという考えで行っております。 

 また、翌々月の献立内容を御説明して、保護者の方に御意見をいただいているという部分で、他市

にはない保護者や児童生徒の方の御意見を取り入れながら、献立を日々作成、研究しているところは

他市にはない、すぐれているところだと認識しております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。自分たちだけじゃなくて現場の意見をしっかり入れていると

いうことがすぐれていることとして認識していると理解しました。他の委員からも幾つか質疑があっ

て、その中で気になったんですけれども、これまで取り入れたことのないＰＦＩという手法を市は取

り入れようとしていると思います。その中で事業選定だったり契約だとかといって、今度はＳＰＣと

の具体的な話になったときに、先ほどありましたけれども、どういう給食センターが必要なのか、ど

ういう給食が国立の子供にとって必要なのかという理念がそこで絶対に必要になってくると思うんで

すね。こういうものを建てたい、こういうものが提供できるものをつくっていかなければいけないと

いうところが恐らく大事になってくるんだと思います。 

 そういうふうなところの中で、先ほどから言われている市の栄養士さんが直接現場の調理師さんに

お話ができるだとか、あるいは調理師さんの処遇だとかという運営に関する詳細なところについては、

要求書の中に組み込めたりするものなのか、それとも契約に関する詳細について、市が意見をできな
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いようなものになっているのか、お伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 契約に際して今言った仕組みなども定めていくという形になっていく

かと思います。調理員の方に直接市の栄養士がお願いするということはできませんけれども、現場に

いる現場責任者を通じてということに、そういったことは契約の中できちんと取り決めていくことに

なるかと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 契約書、要求書の中にはどの程度まで盛り込めるというか、盛り込むつもり

とか、どこまで具体的に指示が出ているのか、お伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 要求水準書の作成に関しては、この方向でいくということであれば今

年度、策定していくことになろうかと思っております。具体的にざっくりという形でつくることもで

きますし、詳細に事細かにつくることもできます。ですので、その内容の深度、深さは今後検討して

いくことになっていくかと考えます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。それでは、そこについては市単独でつくっていくものなのか、

専門家の見地を入れて、例えばコンサルみたいなものを入れてつくっていくものなのか、どういう方

向でいくのかお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 まず市としてこれをつくっていきますので、担当部局としてつくって

いきます。ただし、専門事業者の声、専門事業者にお力添えいただくこと、他市の状況も確認しなけ

ればいけないと思っています。その上で、今ちょっと考えているところですけれども、市の職員だけ

でつくるのではなくて、識者を含めて一緒に要求水準書、募集の内容をつくっていく。それから、こ

れはまだ１つの例でありますけれども、先ほど出ました運営審議会等、こちらは保護者の方ですとか

学校の先生がいらっしゃいますが、ここの代表の方なども交えてそういった募集の内容をつくってい

くということもできるかと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。現場の意見も学校給食センター運営審議会の方たちの意見も

取り入れることができるということで理解しました。 

 他の方の一般質問の中で当初のコンサルに4,000万の費用をつぎ込んでいると答弁があったんです

が、このコンサルの意味は何なのかをお伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 大きくは今後運営していく上でのモニタリングの費用、募集等をつく

っていく費用を一式した形でそういった4,000万という金額になっております。 

○【稗田美菜子委員】 モニタリングと何とおっしゃいましたか。 

○【古川教育施設担当課長】 先ほどの要求水準書等をつくっていくこと、建設等がきちんとできて

いるかというその確認作業、運営等がきちんとできているか、その費用になっております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。要求水準書についてはコンサルも入れるということで、基本

的には市単独でつくっていくけれども、専門家の知見も入れるし、現場の声も入れるということで理

解しました。この要求水準書もそうですけれども、そういう途中経過というのも議会に報告は上がっ

てくるんでしょうか、お伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 適時状況について議会のほうもそうですけれども、市のホームページ

等を通じて、市民の方々にもお示ししていきたいと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。 初の３年間はそういうふうにしていただけるということで

理解をしました。議会にも報告が上がるし、市のホームページにも載っていくと。今後運営状況とか

経営状況とか、その他全ての給食にかかわることを定期的に議会への報告というのはしていただける
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のかどうか、お伺いいたします。 

○【古川教育施設担当課長】 コンサルを使ったモニタリングの結果もそうですし、例えば日々これ

から事業者と協力しておいしい給食をつくっていく必要があると思います。そのためにはお互いの意

思疎通、打ち合わせ等が欠かせないと思います。その打ち合わせの中で出た例えばヒヤリハットや課

題になったことも随時という形は難しいかもしれないんですけれども、適時まとめて市民の皆様方に

もお示ししていくことも考えられるかと思っております。議会も含めても同様にしていきたいと思っ

ております。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情第23号について望月議員及び上村議員から発言したいとの申し出がありました。 

 お諮りいたします。望月議員及び上村議員の発言を許可することに賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、望月議員及び上村議員の発言を許可することに決定いたしました。なお、申し

合わせにより委員外議員は委員と重複した質疑及び意見、討論を行うことができず、採決に参加する

ことができません。また、発言時間は１議題10分程度となっております。発言は委員長において順に

指名いたします。望月議員。 

○【望月健一議員】 まずもって遠藤直弘総務文教委員長はじめ、総務文教委員会の委員の皆様にお

かれまして、委員外発言の発言を認めていただき、ありがとうございます。 

 それでは、早速質疑させていただきます。陳情の趣旨にございます公立小学校での７人に約１人、

中学校では６人に１人の子供が貧困家庭であるという社会状況は国立市においても同様で、多くの子

供たちが食の中心を給食に頼っていますとありますが、教育委員会の認識をまず問います。 

○【古川教育施設担当課長】 子供たちに対する認識ということですので、私のほうからお答えさせ

ていただきます。まずは学校教育において学校給食は大変重要な位置であるということは認識してお

ります。その上で多くの子供たちが食の中心を給食に頼っているかという点につきましては、実は小

学校６年生と中学校３年生が全国の学力・学習状況調査の中の質問紙で、毎日朝食を食べていますか

という問いがあります。これに対して小学生が96％、中学生が93.6％が毎日朝食を食べているという

ことに対して肯定的な回答をしております。この数字だけで図ることはできないかと思っております

が、食の中心を給食に頼っているという認識は思っておりません。 

○【望月健一議員】 わかりました。小６の96％、中学生の93％が朝食を食べているという状況がわ

かりました。こういった状況の中であえて問うんですけれども、さまざまな要因によって給食を大変

多く食べてしまうとか、明らかに顔色、栄養状態が悪いといったお子さんたちは、少数ながらもいる

のか、そういった認識はあるのか問います。 

○【三浦教育指導支援課長】 子供たちの健康観察の点に関しましては、給食の場面以外でも適宜健

康観察をしておりまして、顔色が悪いとかということがあれば、当然話を聞きますし、その中でなか

なか家庭の状況によって食べることができていないということであれば、保護者等と連絡を取り合い

ながら対応しているところであります。 

○【望月健一議員】 今の御答弁ですと、少数ながらもそういったお子さんたちはいるのかという印

象を持ちましたが、そういった認識でよろしいですか。 

○【三浦教育指導支援課長】 そのような児童生徒もいると認識をしております。 
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○【望月健一議員】 少数ながらもやはりそういったお子さんたちがいるという、まず現実を見なき

ゃいけないかと私は思っております。たとえ少数であっても、そういったお子さんたちは１人であっ

ても御答弁でありましたけれども、ちゃんと保護者と連絡をとっているという御発言がありました。

保護者と連絡をとる対策等を伺います。 

○【三浦教育指導支援課長】 対策ということでございますが、食に関することで学校の場以外での

食に関することですので、これは保護者の方にご飯を食べられている状況ではないということをしっ

かりお話をして、用意をしてもらうようにお願いをするということであります。 

○【望月健一議員】 先ほど教育長の答弁の中でカロリーだけではないという答弁もありました。正

しい食生活とか食の大切さを身につける、生活習慣も給食や教育等を通して身につけていく、そうし

た教育長の答弁がありましたけれども、これは教育長にお伺いしたいんですけれども、改めてこうし

た子供の貧困に関連して給食の大切さ、食の大切さを伺います。 

○【是松教育長】 数％ながらもやっぱり食に欠ける子供たちがいることは残念ながら確かでござい

ます。私も学校からの報告の中で、日常的にというほどではないけれども、やはり保護者の関係で、

事情できのうの晩の夜、ご飯を食べていない、けさも食べないで学校に来ているという子供がいると

いうことで、学校が認知したということは伺ったこともあります。ですから、実態としてそういった

子供たちにとってみれば、学校に来れば給食が食べられるというのは１つ、セーフティネットなんだ

ろうなと思っておりますので、そういった意味でも給食はそういった子供たちのセーフティネットと

してしっかり提供していかなきゃいけないだろうなと思っている次第です。 

○【望月健一議員】 ありがとうございます。あえてこういった質疑をさせていただきましたのは、

かつて市民相談の中で自分の家の方で老夫婦からの相談を受けたんですけれども、うちにご飯をたび

たび食べに来る子供がいる、頻繁なのでさすがにこちらとしても対応し切れなくなった、どうしたら

いいかという御相談がございました。詳細はちょっと話すことはできないので差し控えさせていただ

きますが、あえて市内にこういった子がいるということは事実であります。 

 ２つ目の質疑に移りますが、これは他市の事例だと思うんですが、夏休み明けとかやせてきてしま

う子がいるというのは報道でもございました。私は子ども食堂とか学童食堂、給食をより提供しても

よいのかと思っています。例えば現在ですと子ども食堂では、障害者団体のお力をおかりしながら、

食材を提供していただき、配食手続を行うということも行っております。質疑いたします、学童食堂

や子ども食堂などにおける給食の配食の可能性について伺います。 

○【古川教育施設担当課長】 今現在は学校給食センターを建てるのに当たりまして、学童保育所、

子ども食堂へ給食を提供する検討まで進んでおります。内容としては実際に給食１食に600円ぐらい

費用がかかりますけれども、その費用負担の問題ですとか給食、提供食数の少なさや学童保育所でい

うと当初の人数が上下しますのでその不安定さ、こういったところの課題がある。それから、長期休

業期間中のメンテナンスをどうするかといったこともまだ整理がついていないというようなところが

ございます。 

 ただ、今後学校給食センターを民間事業者と一緒に運営していく中で、例えば民間事業者ではラン

チボックスや個々個別の配送やそういった配食サービス、給食提供も含めてそういったノウハウも持

っている可能性が多くあるかと思っております。ですので、給食支援センターで給食をお互いに協力

して運営していくといった中で、こういう民間事業者の持っているノウハウを活用して、今後議員お

っしゃいます形の提供も検討していくことができるかと考えております。 
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○【望月健一議員】 ありがとうございますと言うべきか、新しい給食センターを先ほどの他の委員

さんの質疑で令和５年ということもありました。今困っているお子さんたちが少数いるという現実を

しっかりと受けとめていただいて、少数であってもそういった子がいることをまずは受けとめて、今

何ができるのかあえて問いたいと思います。いかがですか。 

○【是松教育長】 大変難しい問題をいただいておりまして、学校給食から少し分野としてはずれて

いますので、学校給食で全面的にそれを何か今後検討してまいりますということがなかなか言えなく

てもどかしいところがございますけれども、先ほど申し上げましたように、何年か先になりますけれ

ども、やはり学校給食という施設、あるいは民間のノウハウの中ではそういうことは現場、学童、ボ

ランティアでやっておられる子ども食堂の方々との協議の中では、何らかのものは進めていけると思

います。今すぐ何をやるかということは、教育委員会だけではなくて全体的な市の方針として何かそ

ういった食に欠ける子供たち、特に学校給食以外の食に欠ける子供たちについて、どのように支援を

していくか、あるいはフォローしていくかというのは全体として考えていきたいと思います。 

○【望月健一議員】 そうですね、これは福祉部門ともかかわる話ですので、ぜひとも福祉部門と連

携しながら行っていただきたいということを要望します。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 次に、上村議員。 

○【上村和子議員】 子供の食について、学校給食が果たすべき今日的重要さについての認識を問う

と申し出ました。ちょっと補足説明をいたしますと、今回陳情の中に国立市で学校給食に関する指針

をつくった上で、もう一度保護者、市民と一緒に考え直してくれって、私はこれは真っ当な陳情だな

と思うんです。どう探しても国立市で子供の食、食育に関してまとめたものがないように私にはちょ

っと思うのですが、2009年、平成21年に54年ぶりに学校給食法が大きく変わります。それまで目標が

４つだったのが、７つにふえるわけです。今は７つの目標です。ふえた分が何かというところが食育

が中心になってくるわけです。食育とは何かというと釈迦に説法かもしれないけれども、2005年に食

育基本法ができるわけです。そして、2006年に食育推進基本計画というのが国ぐるみでつくっていく

わけです。これを学校給食を通じてやっていこうというもので、学校給食法が改正されていくわけで

す。 

 ですから、新たに加わった課題は食育全般に関して中身なんだと思うんですけれども、そこが国立

市がどう探しても出てこないような気がしてならないから、この陳情の１番目は必要じゃないかと思

うわけです。子供の食について学校給食が果たすべき今日的重要さというのは、私はそういう学校給

食法の改正、食育基本法に基づいて国立市が独自にちゃんとつくってあるかどうかということが今日

的な課題につながるわけですけれども、ちょっと具体的に私が探せませんでしたので、国立市は国立

市食育推進基本計画というものはあるんでしょうか。今日的課題の認識をお話しする中で、国立市食

育推進基本計画があるかないか、教えてください。 

○【是松教育長】 端的に申し上げまして、国立市としての食育推進基本計画はございません。それ

から、先ほど国立市としては食育基本法に基づく平成20年６月の学校給食法の改正によって、新たに

つけ加えた食育について、どこでどううたっているんだということになりますけれども、国立市だけ

じゃなくて、全体的に学校給食をやるところはどこもそうですけれども、学校給食法のこの７項目そ

のものが学校給食の基本方針という形で捉えております。これは当然法で定められていますから、こ

れにのっとって学校給食は行っていかなきゃいけないということになっておりますので、これにのっ

とってやっていきます。先ほども申し上げましたように、学校給食センターの設置条例の第４条には、
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給食センターの目的は学校給食法第２条に掲げるこの７項目の目的を達成するために学校給食の物資

の調達、調理、輸送その他必要な事業を行うということをうたい込んでございますので、当然ながら

これに基づきますと、国立市の給食の基本指針、基本目的はこの給食法第２条に定める７項目の内容

を行っていくということになっております。 

○【上村和子議員】 私の、さっき学校給食法の法律がどう変わってきたかというのは間違っていな

いですよね。国立市食育基本法に基づく食育基本計画がないと。これは東京都74％の自治体がつくっ

ているということしの記録があるんですけど、つくっていないところのほうが少ないんですよ。これ

はなぜ、給食センターにばっかり注目したから本質的な議論ができなかったんじゃないですか。子ど

も総合計画を見ても、保健師さんのところを見てもどこを見ても食育基本法に基づく国立市の食育推

進基本計画がないんですよ。市長ね、これは問題と思います。74％できているんです。まずこれをや

るべきじゃないのかということなんですけど、これがないと食育基本計画の食育基本法は学童期にお

いては、学校給食が中心となってこれを果たすと法律的になっているんです。その中で食育基本計画

の中に学校給食を通じて、地域や保護者に対する啓発とか理解を得る、そして、地場野菜を入れてい

く、地域振興、農業政策と一緒にやっていく、そして、食を取り巻く貧困問題といったものに関して

も変えていくと、それを学童期は学校給食だと、そこから高齢期、幼児期の保育園に関してはやっと

保育指針の中に食育の営む力という形が保育指針に国に入りました。だから、国立市の中でも幼児教

育の中で食育というものは食を営む力としてやろうとしているわけです。 

 ところが、肝心の法律が先行した学校の中で、国立市は食育基本計画がないということなんです。

だから、法律に沿ってつくらなきゃいけないんじゃないですか。こういう検証を私はされていないか

ら、これは当然真っ当な陳情だなと思うけど、口で言えばいいということじゃなくて計画がない。こ

れ、どうですか、どなたかおわかりの方いらっしゃいますか。 

○【大川健康福祉部長】 今の食育基本法に基づく国立市の食育指針に関してですけれども、現時点

で健康福祉部以外にも市内の栄養士が配置されていますけれども、その栄養士の連絡会というものが

ございます。その中でどの程度できているのか、私ももう少しきちんと把握しようと思っていますけ

れども、現時点では食育の基本指針というものがないという認識でございますので、これ自体は。

（「ないでしょう、もういいです、いいです、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子議員】 これは私は給食センターの建てかえの枝葉にも使う、こっちにいったから本質

的にやるべき議論ができなかったと思っています。食育って学校給食法の７つの目標で来ていますと

言っていますけど、新たにつけ加わった今日的な重要な課題の３つ、食育を柱とする学校給食のあり

方、これの基本計画も法律に伴った推進計画もないんです。なぜそういうない中で、運営の事業者を

見つけることができますか。何に沿ってやってくださいというんですか。国立市の食育はこれですと

いう計画がなくて、事業者に具体的に何を頼むんですか。頑張ってくださいと言っているだけじゃだ

めですよ。今からそれをつくるといったら後手ですよ。 初にやるべきことをちゃんとやってくださ

い。 

 これはタイムスケジュールが云々とおっしゃっていますけれども、いの一番に国立市の食育のビジ

ョンがないと、学校給食はできない、もうこの時代に入ってきていると私は思っています。そこが重

要な問題ではないかと思っています。 

 私はもう１つ実はきょうＳＰＣ、学校給食は誰がつくると思っていますか、端的に聞きます。市長、

誰がつくりますか、学校給食、誰でも、どなたでもいいです。教育長は専門的に言うから、学校給食
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は誰がつくりますか。 

○【永見市長】 調理される方だと思います。 

○【上村和子議員】 そのとおりですね。当たり前なんですよ、学校給食の根幹は調理師です、調理

員さんです。栄養士ではありません。つくるのは調理員なんです、当たり前なんです。自校式の中で

調理員がすごく大事と言われた時代があります。給食センターになりますと施設が工場になってしま

います。本来的には自校式で学校施設として学校給食は発展するべきだったけど、国立市は工場とし

ての学校給食センターをつくってしまったがために、もう既に少し遠くなっている。その調理員さん

はかなめなんです。味を決める人たちなんです。それを安易に民間に手渡しては絶対いけないと私は

思っています。私は調理員さん、配膳員さん、管理栄養士さんはチームです。この人たちを手放して

はいけない、運営は手放してはいけない。ＳＰＣをやるのならそこから運営は外すべき、運営の調理

員さんと配膳員さんは国立市で雇うべきです。こういう方向転換は今絶対必要だと思って、聞けませ

んでした、終わります。 

○【遠藤直弘委員長】 質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。 

○【住友珠美委員】 陳情第23号には採択の立場で討論いたします。 

 陳情趣旨にもありますが、国立市の学校給食では献立作成から物資納入の業者選定、給食センター

の運営に保護者がしっかりとかかわる、国立基準といったブランドを築いてこられました。心が通う

給食といったところを聞きまして、本当にこうした学校給食の運営方法、ぜひとも続けていかなけれ

ばならない大切な基準であると改めて感じました。 

 老朽化が進み、問題が随所に見られるようになってきた学校給食センターですが、市ではことしの

５月に新学校給食センター整備事業方針案が出されました。しかしながら、その中ではＰＦＩ手法に

よる整備運営を行うとされています。また、ＳＰＣという特別目的会社を設立して、国立市ではそこ

と事業契約を結ぶとしていますが、本当にこの方法が 善なのでしょうか。 

 給食はただ単に空腹を満たすものではなく、食育であり、教育の一環なのです。私はこの大切な部

分がＳＰＣを入れることで、ワンクッション入れてしまうことでつながりが薄まってしまうのではな

いかと懸念をしておるところです。平成21年に改正された学校給食法にその目的として、学校給食が

児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの、学校給食の普及、充実及び学校における食育の推進

を図ることを目的とすると、学校給食は教育的な役割が大きく期待されるところです。 

 であるならば、公的機関の担うところは大きく、やはり直営を手放すべきではないと考えます。今

回の陳情者さんの御不安、もっともなことであり、ＰＦＩ、ＳＰＣはいま一度見直すことも必要があ

るため、この陳情には採択といたします。 

○【稗田美菜子委員】 陳情者におかれましては、陳情ありがとうございました。しっかりと委員会

の中で審査させていただきました。私は不採択の立場で討論させていただきます。 

 委員会の審査の中で給食センターの運営審議会、あるいは献立作成委員会、あるいは物資納入だっ

たりだとか地場野菜の取り入れなど、国立基準とも呼ばれる独自の取り組みについて、これまで多く

の保護者の方や学校の方、給食センターの方々が御努力されてきて、積み上げてきた実績があるとい

うことは本当に心より感謝をいたします。 

 私自身もこの国立市で生まれ育ちましたので、自分自身が小学校、中学校まさにこの給食センター

で育てていただいたとして、改めて思い返しておりました。それにつきましては、私としてもすぐれ

た取り組みであると認識をしていると、他市にはないすぐれた取り組みであると御答弁いただきまし
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た。また、ＰＦＩという新しい手法につきましては、市単独では行わずに、コンサルを入れてしっか

りと検証を進めていくということの姿勢も見えました。また、その結果については議会への報告も定

期的に行っていくという御答弁もありました。建てかえについてはもう10年以上議論されてきて、建

てかえなくてはならないのを何とかやりくりして、現場の方たち、教育委員会をはじめとして多くの

方たちが支えてここまでやってきて、現在では果物とか生野菜の生ものがなかなか出せない現状の中

でも、御努力されているということは理解をしているところでございます。さまざまな問題が出てき

てしまっていて、どう対処するかというぎりぎりのところにいるんではないかと理解いたしました。 

 また、同時に建てかえていくというだけではなくて、先ほども申し上げましたこれまで積み上げて

きた給食センターのノウハウだったり、各委員会で積み上げてきた国立基準とも言えるすぐれた仕組

みを、きちんと今後も継続できるということで、建てかえに移るという姿が見えてきたのかなと考え

ます。 

 給食事業は市の責任で行いますが、マネジメントは市だけではなくて 初の３年間は専門的見地を

活用するためにコンサルも入れる、あるいは先ほどもありましたけれども、重要なことを決めるこれ

からの要求水準書、当然市の側にも栄養士さんがいらっしゃいます。そして、受託される民間の会社

のほうにも栄養士さんがいます。その方たちの意見もあると思います。大切なのは 初の契約となる

この要求水準書、この要求水準書の作成については市が責任を持って取り組むという御答弁と一緒に、

専門的な知見も入れますが、大事なことは給食センター運営審議会の話もきちんと聞いていただける、

あるいは議会にも報告する。市民の皆様にもしっかりと報告をしながらつくり上げていくということ

で、理解をいたしました。 

 ここから先は議会がしっかりチェックしていけて、副市長が時々お話ししてくださる議会の統制が

きくということで、議会がしっかり受けとめるということだと思います。 

 先ほど教育長か述べられておりましたが、子供の健やかな育ちを推進していくには、食べさせれば

いいという問題だけではないと思います。小さな家ですけれども、私自身が家庭の中において、家族

の口の中に入るものがどこで育てられて、どういうルートで来て、どうやって手元に来ているのかと

いうのが非常に気になるところであります。そういうところを今回陳情に出された方たちは、自分た

ちの子供や自分たちの家族だけではなくて、これから先の国立市の子供たちのために絶対に必要なん

だということで、これを取り上げてくださったんだと私は理解いたしました。 

 そのように給食を心配された方たちは、国立市の中にたくさん市民の皆様でいらっしゃるというこ

とをよくよく肝に銘じていただきまして、責任を持って給食事業を進めていただくことをお願いいた

しまして、不採択の討論とさせていただきます。 

○【藤江竜三委員】 この陳情を不採択の立場で討論いたします。 

 私は陳情者の方、また行政からメリット、デメリットを聞く中で、やはりこのＰＦＩで進めていく

ことにメリットがあると感じました。施設の維持管理、労務管理、アレルギー食の新しい面への対応

といった中で、また費用の面でＰＦＩに理があるだろうと感じました。また、さまざまな懸念を陳情

者の方に出していただきましたけれども、行政のほうとしては今まで培ってきた国立市の伝統的な部

分はしっかり継続できるように調整をしていくというような御答弁もありましたし、また、市が全面

的に負債と責任を負いかねないということを懸念されておりましたけれども、しかし、市がむしろ何

か起こったときには責任をとっていくということも確認できたと思います。そういった問題が起きた

ときにしっかり対応していくこともできるとなれば、やはり私はこちらの手法のほうがよいと思いま
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す。 

 そういった中で、この陳情事項の２という形、改めて比較検討し、今まで十分になされてきたのを

もう一度蒸し返して、１からやってしまうとなりますと、非常に時間もかかってしまう。そして、現

状を考えると、今給食センターはできるだけ早く対処して、より衛生管理基準といったものをしっか

り守れるような状況にしていくことが必要だと思いますので、この陳情を不採択といたします。 

○【古濱薫委員】 陳情第23号につきまして、採択の立場で討論いたします。 

 陳情事項１につきましては、先ほど私の質疑で教育長からお言葉をいただきました。これをもとに

しっかりつくって、市の皆さんで共有して調理や献立作成、物資選定、給食センター運営審議委員な

ど、重要な部分につきましては、これまでどおり市の手を離さないようやっていっていただきたい。

ただし、理念というのは私から言わせれば、突き詰めれば国立市の子供を誰も１人も死なせないとい

うことだと思います。貧困には栄養状態が足りない、食事を給食で賄っているという、本当にぱっと

思いつく貧困もありますが、それだけでなく隠れた貧困と申しましょうか、カロリー、エネルギー量

は足りていても食育という面ではやはり足りていない子もいたり、また、心の豊かさを育てる、これ

は教育長の言葉にもありましたが、学校給食だけではなくて、学校現場だけでもなく、地域、家庭全

ての社会が子供たちを育てる、豊かに育てるという意識を持ってやっていくことだと思います。 

 折しも東京都内の東の方でしょうか、中学生が男の子が女の子に乱暴するような動画が上げられて、

大変ショッキングな事件で、警察も動き出し、その場にたくさんの子供たちもいっぱいいたのに、河

原でパンチをしたり、キックをしたりと、女の子１人に向かって暴力をする事件もありました。心の

豊かさを育てていく、これは給食だけがじゃなくて、給食であったり、学校の授業であったり、課外

活動であったり、休み時間の本当にたわいもない子供たちがみんなで育っていく瞬間瞬間のいろいろ

なことが散りばめられて、子供たちの豊かな成長、どんな大人になってほしいかと私たちの思いが実

っていることだと思います。 

 ぜひそこの上村議員からも質疑でありましたが、食育推進計画がまだないと、後手だと。私も理念

の示されているもので、今お言葉もいただきましたが、正直足りないというか、違うと思っておりま

す。ぜひおくれても構わない、これからでもいいので事業者を選ぶに当たってぶれない精神のような

ものを示していただきたいと思います。 

 陳情事項２につきましては、保護者も含まれる給食センター運営審議委員というのがありますから、

前回のこの総務文教委員会でも私も質疑しましたが、それにあわせて子供たちの生の声をぜひ聞いて

いただけますよう、保護者、また地域の小さな未就学児のお子さんをお持ちのおうちの方でもいいと

思います。職員の方々の会議ですとか、何ならコンペティションのプレゼンテーションの場に高学年

の子ですとか中学生の子ですとか、本当に職場体験じゃないですけれども、十分参加、傍聴できると

思います。いろいろなアイデアを出して、一緒に理解をしていただけるような、今回私は決してこの

陳情が陳情者の方もおっしゃるように、手法を決して限定したものではないとおっしゃっているので、

直営かＰＦＩか二択ではないと思っています。大事なことはやはり国立市の子供たちにどんな給食を

与えていくか、そのための手法を今一生懸命市が考えてくれていると受けとめています。 

 そういった市の進めている計画のお考えが、こういった陳情が出てくるということは、周知が足り

ないんではないかと思います。市のお考えとかちょっと複雑な事業ですので、説明不足であったり、

その理念といったものがちょっと違うのではないか、示されていない、足りない感じがするその結果

かなと思います。 
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 そういったふうに市民を交えて２の陳情事項を一緒に考えていけるような進め方をしていただきた

いと思います。しかし、大事なのはほかの委員もありましたが、建てかえには長過ぎる時間がかかっ

ているということです。この答申が出てから17年間、給食費の据え置きと相対的な物価の上昇により、

給食の大変厳しい状況で質が保たれていた状況がこの17年間ございます。市には開始のスケジュール

が早まることは本当に歓迎ですし、それがあったとしても絶対おくれることはないよう、本当にここ

はお願いしたく、私の採択の討論といたしたいと思います。 

○【小口俊明委員】 本陳情は不採択です。 

 先ほどの当局への質疑で、市の職員である栄養士が現場で疑問を感じた場合、直接調理員に指導が

できないとしても、実質的に現場責任者に指示することができるという答弁でありました。また調理

員及び配膳員の待遇によって、頻繁な人員の入れかえ、入れかわり、意識の低下を招かないような信

頼できる企業の選定、契約の内容という趣旨の答弁もありました。また、さらに万一事故が起こった

際、基本的な責任は市が負うとともに、ＳＰＣ等、市が応分の責任分担をするということが確認をす

ることができました。 

 また、陳情事項１につきましては、国立市の学校給食に関する指針に相当する給食提供における理

念が示されているという答弁もありました。また、陳情事項２に関して申し上げますと、これまでも

保護者も入っての学校給食センター運営審議会で協議をし、進めてきたということであります。また、

市民に対しても説明し、これからも丁寧に説明をしていくということであります。 

 まず、第１に老朽化した給食センターを新しくする時期をおくらせることがないように、国立市に

は要望したいと思います。子供たちの給食を提供することが滞ることがないように、もし仮にそうい

うことがあれば、大変大きな問題であります。以上の意見を申し上げ、本陳情は不採択です。 

○【石井伸之委員】 本陳情は不採択の立場で討論をいたします。 

 まずもって保護者の方々から早く老朽化した給食センターを建てかえてほしいという、そして、安

全で安心な給食を提供できる体制を一刻も早く整えてほしいという、これがまさに保護者の方々の願

いでございます。そういった中で市のほうでさまざまな検討を重ねた中で、ＰＦＩ方式、民間委託に

よる事業手法が示され、今着実にこれが一歩一歩前に進んでいるという状況がございます。 

 先ほどから質疑、答弁を聞いている中で、この方法は決して安かろう、悪かろうという方法ではな

くて、しっかりと民間企業と国立市が連携をする中で、情報を提供し合い、すばらしい給食ができる

んだということを認識をした次第でございます。 

 決してこの令和５年の２学期からの新しい給食センターによる給食の提供がおくれることがないよ

うに、スムーズに工事が着手をされ、そして実施をされるように心からお願いをいたします。そして、

ちょっとこの陳情文の中の18行目にあります、一方でメリットとされた費用削減効果額、つまり年間

1,000万円弱程度であり、その建設費はさほど大きな額ではありませんというこの書き方は、私は残

念に思います。やはりこれだけしっかりと財政が厳しい中を捻出する中で、少しでもこの建設費削減

に向けて努力をしている、この点は、私は逆に高く評価をするところでございます。しっかりと財政

面についても検討を重ねた結果が、こうしてあらわれているものだと認識をしております。 

 そして、情報公開の点についてなんですが、アクシデントの手前でありますインシデントの部分の

情報公開、学校への情報提供、そして、保護者の方々に対する適切な情報提供もお願いをいたします。

しっかりと小さな些細なことでも、こういったことがあったということを情報を提供することによっ

て、これが給食の信頼の向上にもつながりますので、この点はぜひよろしくお願いいたします。 
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 そして、今後の給食の配食サービス、確かに今現在はまだわからないという答弁がありましたが、

ぜひ今後運営をしていく中で、さまざまな形での配食サービスがもし可能であれば、ぜひそのあたり

も御検討していっていただきたいと思います。そういったところを討論とさせていただきまして、本

陳情は不採択といたします。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 全ての委員の意見をお伺いしました。 

 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賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手少数。よって、本陳情は不採択と決しました。 

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

 議題(4) 第４４号議案 国立市印鑑条例の一部を改正する条例案 

○【遠藤直弘委員長】 第44号議案国立市印鑑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。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第44号議案国立市印鑑条例の一部を改正する条例案について補

足説明させていただきます。 

 本条例案は、住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票、個人番号カード等への旧氏、旧姓

の記載が可能となることに伴い、旧氏による印鑑登録を行うことができるようにするため、条例の一

部を改正するものです。 

 改正内容について御説明いたします。第３条、登録資格では第１項に、国立市が備えるという文言

を加え、条文の明確化等を行います。 

 第７条、登録印鑑の制限では、第１項第１号の除外規定に旧氏を加え、根拠条文の枝番号を改め、

同項第２号の文言整理と第２項の記録を記載とするなど、文言の整理を行います。 

 第８条、印鑑登録原票においては、第３号に旧氏に関する表記の追加と、同号及び第７号の文言整

理を行います。 

 第12条、印鑑登録原票登録事項の職権修正では、住民基本台帳法の表記を法に改めます。 

 第15条、印鑑登録の抹消では、第５号に旧氏に関する表記を加え、第６号の住民基本台帳法の表記

を法に改めます。 後に本条例は住民基本台帳法施行令の施行日と同じ、令和元年11月５日を施行日

とするものでございます。 

 補足説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。 

○【小口俊明委員】 本案に賛成の討論をいたします。 

 本案は印鑑登録に関する条例であります。改正の内容は旧氏を使用できるようにするということに

なっております。旧氏の使用に関しては婚姻に伴って氏が変わる場合のほか、印鑑登録以外の場面で

も親が離婚し、再婚をした場合における子供の氏が変わるような場合に想定されます。子供の卒業証

書の氏名の記載などに関連をしてまいります。旧氏の使用においてこれを可能とする取り組みは、意

義のあるものと考えます。本案の印鑑登録においても旧氏の使用を可能とする条例改正、これは必要

なことでありますから、本条例案に賛成です。 
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○【遠藤直弘委員長】 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に決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 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(5) 第４５号議案 職員の給与に関する条例及び国立市職員退職手当支給条例の一部を改正す

る条例案 

○【遠藤直弘委員長】 第45号議案職員の給与に関する条例及び国立市職員退職手当支給条例の一部

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。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第45号議案職員の給与に関する条例及び国立市職員退職手当支

給条例の一部を改正する条例案について、補足説明させていただきます。 

 本条例案は、成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行により、地方公務員の欠格条項として地方公務員法第16条第１号に定められてい

る成年被後見人及び被保佐人の規定が削除されることに伴い、本市条例で当該条項を引用している規

定の整理を行うため、各条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容について御説明申し上げます。初めに第１条は職員の給与に関する条例の規定の整備でご

ざいます。期末手当の支給対象等を定めた同条例第15条第１項及び第２項、期末手当の不支給の対象

者を定めた第15条の２第２号、勤勉手当の支給対象等を定めた第16条第１項及び第２項、休職者が失

職した場合の期末手当の支給について定めた第17条第６項についてです。 

 これらはいずれも職員が成年被後見人及び被保佐人となったことにより失職した場合でも、期末手

当、勤勉手当等の支給対象とできるよう、そもそもその他の事由による失職と異なる取り扱いを規定

していた部分ですが、成年被後見人及び被保佐人となったことが欠格条項から削除されたことに伴い、

異なる取り扱いを規定する必要がなくなったため、該当箇所を削除するものです。 

 次に第２条、国立市退職手当支給条例の規定の整備でございます。こちらも第１条と同じ趣旨によ

るものでございます。分限免職処分を受けた場合の退職手当の支給制限を規定している第12条の２第

１項第２号について、職員が成年被後見人及び被保佐人となったことにより失職した場合でも、退職

手当の支給の対象とできるよう、その他の事由による失職と異なる取り扱いを規定していた部分です

が、成年被後見人及び被保佐人となったことが欠格条項から削除されたことに伴い、異なる取り扱い

を規定する必要がなくなったため、該当箇所を削除するものです。 

 次に、附則でございます。条例の施行期日は地方公務員法の施行日と合わせ、令和元年12月14日で

ございます。補足説明は以上でございます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 ただいま部長から説明を受けましたけれども、この成年被後見人等の権利の制

限に係る措置の適正化等とありますけれども、もう少し具体的なお話、どういった内容かということ

を詳しく教えていただけますか。 

○【平職員課長】 こちらにつきましては、成年後見制度に関することでございます。そもそも成年
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後見制度自体は、ノーマライゼーションであったりソーシャルインクルージョンを基本理念とする制

度ですが、地方公務員をはじめとしたいろいろな資格が必要な業務において、成年被後見人になった

場合にはなれないと、入り口の段階で欠格条項として定められているものがあったと。ですので、制

度の理念とは逆に、その制度を利用したことに伴って、逆に排除を生んでいるといったことがあった

ということで、これは一律に排除するのではなくて、個別的な、実質的な審査によってその職に対す

る適否を判断していくという仕組みへ見直していこうという考え方をもとに、制定された法律と捉え

ております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。成年被後見人になった人が、いわゆる公務員の試験も

前まで受けられなかったものが受けられるといった制度の変更があったということでよろしかったで

しょうか。 

○【平職員課長】 そのようなことでございます。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。 

○【住友珠美委員】 本条例には賛成の立場で討論いたします。 

 今、平課長おっしゃったように、成年被後見人という枠組みに入った方が、公務員の試験を今まで

受けられなかったところが、間口が広がってこれが受けられるようになった。これは大変ノーマライ

ゼーションの考え方に照らしても大変意義のあることだと理解いたします。賛成です。以上です。 

○【小口俊明委員】 賛成の討論をいたします。 

 本案は成年被後見人の権利の制限を適正化し、その権利を守るために必要な改正であると思います。

地方公務員法の欠格条項撤廃に伴い、異なる取り扱いをする必要がない等の市職員の給与及び退職金

の条例の一部改正でありますから、本条例案に賛成をいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 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に決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 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(6) 第４９号議案 国立市消防団に関する条例の一部を改正する条例案 

○【遠藤直弘委員長】 第49号議案国立市消防団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。防災安全担当部長。 

○【橋本防災安全担当部長】 それでは、第49号議案国立市消防団に関する条例の一部を改正する条

例案について、補足説明をさせていただきます。 

 本条例案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行による、地方公務員法の一部改正の趣旨を踏まえ、消防団員の欠格事項のうち、成年

被後見人及び被保佐人を削除するとともに、規定の整理を行うため、条例の一部を改正するものでご

ざいます。 
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 それでは、条例の改正内容について御説明いたします。条例第６条、欠格事項のうち第１号で規定

されている成年被後見人及び被保佐人を削り、同条第２号を第１号とし、同条第３号中、免職を懲戒

免職に改め、同号を第２条に改めるものでございます。 

 次に、附則でございますが、本条例は公布の日から施行するものとしております。 

 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。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。 

○【小口俊明委員】 本案に賛成の討論をいたします。 

 本案は第45号議案と同様に成年被後見人の権利の制限を適正化し、その権利を守るために必要な改

正であると思います。消防団員の欠格事項としての成年被後見人及び被保佐人の文言を削除すること

は適切な改正でありますから、本条例案には賛成をいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 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に決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

午後３時１３分休憩 

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

午後３時３０分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(7) 第５０号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案 

            （歳入のうち所管する部分、総務費、民生費、教育費、公債費、 

            諸支出金） 

○【遠藤直弘委員長】 第50号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案のうち、総務文

教委員会が所管する歳入、総務費の一部、民生費の一部、教育費、公債費、諸支出金を議題といたし

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３号）案のうち総務文

教委員会の所管する部分につきまして補足説明をいたします。 

 初めに、４ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正のうち、総務文教委員会の所管す

るものは追加が３件です。被災者生活再建支援システム使用料については、令和元年10月に予定され

ている消費税率の引き上げに伴い、期間が令和２年度から令和５年度まで、限度額を８万6,000円と

する債務負担行為を追加するものでございます。 

 次のスポーツ施設等予約システム使用料についても、同様の理由から期間が令和２年度、限度額を

６万円とする債務負担行為を追加するものでございます。 



－ 53 － 

 後に貸切バス運行委託料については、令和２年度に実施する小学校野外体験教室に用いるバスを

確保するため、期間が令和元年度から令和２年度まで、限度額を400万円とする債務負担行為を追加

するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。10ページ、11ページをお開きください。なお、項目が多い

科目につきましては、主なものを御説明いたします。 

 款10地方交付税、項１地方交付税については、算定の結果、令和元年度は普通交付税の不交付団体

となったことから、減額するものでございます。 

 款14国庫支出金、項２国庫補助金については、学校トイレ洋式化事業に係る国庫補助の交付決定が

なされたことにより、公立学校施設整備費補助金を追加するものでございます。項３委託金について

は、歳出の補正予算に対応し、国民年金事務費交付金を増額するものでございます。 

 款15都支出金、項２都補助金については、北３丁目都有地に整備予定の児童発達支援センターにつ

いて、国庫補助が交付されることにより市負担がなくなったことから、歳出の補正予算に対応し、市

町村総合交付金を減額するものでございます。項３委託金については、歳出の補正予算に対応し、オ

リンピック・パラリンピック教育推進事業委託金を追加するものでございます。 

 款16財産収入、項１財産運用収入については、歳出の補正予算に対応し、基金積立等利子を増額す

るものでございます。 

 款17寄附金、項１寄附金については、くにたちベンチの寄附が２件寄せられたため、指定寄附金の

増額を行うものでございます。 

 款18繰入金、12、13ページの項２基金繰入金につきましては、今回の補正予算の100万円単位の財

源調整として、財政調整基金繰入金を減額しております。 

 款19繰越金、項１繰越金につきましては、前年度繰越金が確定したことに伴い、前年度繰越金を増

額するものでございます。 

 款20諸収入、項４雑入につきましては、平成30年度事業費の確定に伴い、文化・スポーツ振興財団

指定管理料過年度清算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。なお項目が多い科目につきましては、主なものを御説明いた

します。14ページ、15ページをお開きください。 

 款２総務費、項１総務管理費につきましては、職員及び嘱託員の病気休暇、育児休業退職による臨

時職員の配置がふえたことに伴い、臨時職員賃金を増額するものでございます。項２、徴税費につき

ましては、口座振替伝送化に向け、収納システム改修等委託料を追加するものでございます。 

 20ページ、21ページをお開きください。款３民生費、項１社会福祉費につきましては、ページ中ほ

どになりますが、税法改正に伴い、国民年金システム改修委託料を追加するものでございます。 

 少し飛びまして32ページ、33ページをお開きください。 

 款10教育費、項１教育総務費につきましては、国立第三小学校が東京都のオリンピック・パラリン

ピック教育文化プログラム学校連携事業実施校に決定したため、文化プログラム芸術鑑賞公演委託料

を追加するものでございます。 

 項２小学校費、項３中学校費につきましては、学校トイレ洋式化事業に係る国庫補助の交付決定が

なされたことにより、財源構成を変更するものでございます。 

 32、33ページ下段から34ページ、35ページにかけてが、項６社会教育費です。オリンピック・パラ

リンピックに係る業務を行うため、生涯学習課内で職員の異動を行ったことから、当該職員の人件費
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分を項６社会教育費から減額し、項７社会体育費を増額するものでございます。また、本田家応急補

強工事は契約差金により減額するものでございます。 

 36ページ、37ページをお開きください。 

 款11公債費、項１公債費につきましては、平成30年度起債額の確定に伴い、償還元金及び償還利子

を減額するものでございます。 

 38ページ、39ページをお開きください。 

 款12諸支出金、項１基金費につきましては、地方財政法第７条第１項に基づき、前年度実質収支の

２分の１を下らない額を積み立てることに伴う財政調整基金積立金の増額を行うほか、繰越財源に含

まれている金額を各種基金に積み立てるものでございます。また、平成30年度決算において、都市計

画税を都市計画事業等に要する費用に充てた後に生じた余剰金を積み立てるため、都市計画事業基金

積立金を追加するものでございます。 

 項２諸費につきましては、平成30年度の補助額等の確定に伴い、国・都支出金返納金を追加してお

ります。 

 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。 

○【遠藤直弘委員長】 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。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 １点だけお伺いいたします。教育のところで33ページと35ページにかかるん

ですが、職員人件費のところで社会教育総務費のところの５人から社会体育総務費の１人への組みか

えが起きているんですけど、これ、詳細を教えてください。 

○【伊形生涯学習課長】 こちらはまず今年度社会体育の部分では、昨年度からオリンピック・パラ

リンピックの担当としまして、職員が実際１人で対応しております。そこにことしから１年前という

こともありまして、聖火リレーですとかそういった部分が大体６月ぐらいからいろいろやらなければ

ならないことがふえてまいりましたので、今現況、社会教育の担当としましては全部で４名おります。

そのうちから１名を課内異動させていただきまして、このような配置の変更という形をとっておりま

す。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 となるとこの５人という表記は１人ということでよろしいですかね。 

○【平職員課長】 こちらの人数につきましては、当初予算を組んだときの設定がそのまま表示され

るという形になっていますので、御理解いただければと思います。 

○【稗田美菜子委員】 その確認なんですけど、いなかったところ、ここは１人、社会体育総務費の

ところは１人で、もともと１人に１人ふえたという理解でいいんですか。 

○【平職員課長】 もともと社会体育総務費の部分が、この人数のところが当初予算のときの表示に

なっていると。１名しかいないので、そこに２名を課内異動させたんですが、そのままだと予算不足

に年度途中になってしまう。１名のところに１名を異動させて、合計２名ということになります。 

○【稗田美菜子委員】 そうすると先ほどの答弁だと４人からと言いますけど、５人から１人で４人

という解釈でいいんですよね、社会教育のところは。 

○【伊形生涯学習課長】 済みません、職員は４名ですけれども、私を入れると５名になります。失

礼しました。 

○【藤江竜三委員】 北３丁目都有地の整備予定の児童発達支援センターについて。 
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○【遠藤直弘委員長】 ごめんなさい、ページ数を教えてください。 

○【藤江竜三委員】 ページ数だと民生費、済みません、大丈夫です。 

○【遠藤直弘委員長】 済みません、ほかに。住友委員。 

○【住友珠美委員】 11ページ、歳入のところですけれども、公立学校施設整備費補助金、中学校の

ほうも公立学校施設整備費補助金、これはトイレの改修の関係だと思うんですけど、内訳を教えてい

ただけますか。 

○【近藤建築営繕課長】 小学校につきましては第一小学校、第七小学校分となっております。中学

校になりますと第一中学校となりまして、補助率としては７分の２という形になります。以上でござ

います。 

○【住友珠美委員】 これは補助金をとれたのは本当によかったなと思うんですけど、今後もこうし

た補助金制度をとっていっていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○【近藤建築営繕課長】 引き続きメニューがあるものについてはとっていきたいと思っております。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 他の所管する委員会で反対する部分があるため、この補正予算には反対といた

します。 

○【石井伸之委員】 本補正予算案には賛成の立場で討論いたします。 

 先ほどの公立学校の補助金等、こういった形で国庫補助金、しっかりと得られるものはしっかりと

得ていく努力、これに関しては感謝をしたいと思います。今後ともしっかりとこういった形でアンテ

ナを張っていただきまして、得られる補助金、あるものは貪欲に獲得をしていくようにお願いをいた

します。 

 また１点、本田家の減額補正の項目なんですけれども、今着々と内部の構築に向けて努力をしてい

ただいていることに対して、心から感謝を申し上げます。日野市さんの新撰組との連携というような、

そんな話もございましたので、ぜひともこの本田家、国立市だけではなくて、各地域もしくはいろい

ろな絡み等あるかと思いますので、ぜひそういった広域的な情報発信という方向にも努力をしていた

だければと思います。そういった形でこの補正予算、大変重要な予算が入っておりますので、賛成と

いたします。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 次の議題であります第54号議案の審査に入ります前にお諮りいたします。 

 第54号議案国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条例案と第55号議案会計年度任用

職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案は、関連いたしますことから、この２件を一括

議題とし、採決は別個採決の扱い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） 
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 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

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

 議題(8) 第５４号議案 国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条例案 

 議題(9) 第５５号議案 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案 

○【遠藤直弘委員長】 第54号議案国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条例案と第

55号議案会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案を一括議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第54号議案国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関す

る条例案及び第55号議案会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案について

補足説明させていただきます。あわせて本会議資料№10、№11も提出させていただいておりますので、

御参照ください。 

 初めに、第54号議案国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に関する条例案でございます。本

条例案は地方自治法及び地方公務員法の改正に伴い、令和２年４月１日から一般職の非常勤職員制度

である会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、国立市における会計年度任用職員の報酬、勤

務条件等の基本的事項について定めるものでございます。なお、本条例案の提出に先立ち、令和元年

８月23日、東京公務公共一般労働組合と本市における会計年度任用職員の勤務条件等について、妥結

しておりますので、その旨あわせて御報告申し上げます。 

 本条例案は全23条及び附則されるものでございます。それでは、内容について御説明いたします。 

 第１条は条例制定の趣旨でございます。 

 第２条は会計年度任用職員の職の位置づけについて規定しております。 

 第３条は任用方法、任期及び更新について規定しております。 

 第４条は支給する報酬の内容及び期末手当を支給する旨を規定しております。 

 第５条は基本報酬の上限額及び報酬の額を定めるに当たって、依拠すべき一般的基準を規定してお

ります。基本報酬は１時間当たりの単価で定め、その額は別表において上限を超えない範囲において

任命権者が定める旨を規定しております。 

 第６条は時間外勤務手当について規定しております。 

 第７条は通勤手当について規定しております。 

 第８条は報酬の支給期日について規定しております。 

 第９条は報酬の減額について規定しております。 

 第10条は休職にされた場合は報酬を支給しない旨を規定しております。 

 第11条は規則で定める費用を報酬から控除できる旨を規定しております。 

 第12条は期末手当の支給要件等で、６月１日、12月１日に在職する職員が対象となること等につい

て規定しております。 

 第13条は勤務時間について規定しております。 

 第14条は勤務を要しない日について規定しております。 

 第15条は休憩時間について規定しております。 

 第16条は休日について規定しております。 

 第17条は臨時に必要があるときは時間外勤務及び休日勤務を命じることができる旨を規定しており

ます。 
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 第18条は勤務を要しない日、もしくは休日に勤務を行った場合に振りかえができる旨を規定してお

ります。 

 第19条は休暇の種類について規定しております。 

 第20条は年次休暇について規定しております。 

 第21条は特別休暇について規定しております。 

 第22条は育児または介護に伴う深夜勤務の制限、超過勤務の免除について規定しております。 

 第23条は委任規定でございます。なお、本条例に基づき規則で定める事項については、条件つき採

用期間の特例、社会保険、災害補償、健康診断等に定めることを予定しており、その内容については

別添の本会議資料でお示しをしているところでございます。 

 後に付則でございます。第１項、本条例案は令和２年４月１日から施行するものでございます。

第２項は本条例施行前においても選考その他の準備行為を行うことができる旨を規定したものでござ

います。 

 次に、第55号議案会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例案でございます。

本条例案は会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、現行の条例から適用除外、文言修正、も

しくは取り扱いを明確化するため、関係する11本の条例の規定の整備を図るものでございます。 

 恐れ入りますが、本会議資料№11をもって御説明いたしますので、初めにその１ページをごらんい

ただければと思います。 

 第１条は職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正です。会計年度任用職員の勤務条

件等は第54号議案でお示ししている国立市会計年度任用職員の報酬、勤務条件等に対する条例にて規

定していくため、会計年度任用職員を除外する規定を追加するものでございます。 

 第２条は国立市職員定数条例の一部改正です。会計年度任用職員は定数外であることを明確化する

ため、会計年度任用職員を除外する規定を追加するものでございます。 

 第３条は職員の給与に関する条例の一部改正です。会計年度任用職員の報酬等は国立市会計年度任

用職員の報酬、勤務条件等に関する条例にて規定していくため、会計年度任用職員を除外する規定を

追加し、あわせて文言整理を行うものでございます。 

 ２ページをごらんください。第４条は職員の旅費に関する条例の一部改正です。会計年度任用職員

の船賃を明確化するため、規定を追加するものでございます。 

 ３ページをごらんください。第５条は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正で

す。任期が一定でない会計年度任用職員について、分限休職の期間を任期内に限定する規定を追加す

るものでございます。 

 第６条は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正です。会計年度任用職員が減給処分を

受けた際の減給の基礎となる額の規定を追加するものでございます。 

 第７条は国立市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正で、こち

らは文言整理でございます。 

 ４ページをごらんください。第８条は国立市職員退職手当支給条例の一部改正です。退職手当の支

給退職から会計年度任用職員を除外する規定を追加するものでございます。 

 第９条は国立市職員の育児休業等に関する条例の一部改正です。育児休業及び部分休業をすること

ができない職員に会計年度任用職員として、継続して１年を経過した者を除外する規定を追加するも

のでございます。 
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 ５ページをごらんください。第10条は国立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正です。地方公務員法の規定に基づく人事行政の運営等の状況の公表の対象として、会計年度任用職

員を除外する規定を追加するものでございます。本会議資料にはございませんが、第11条は会計年度

任用職員制度の導入に伴い、国立市嘱託員の設置に関する条例を廃止するものでございます。 

 後に付則でございます。第１項、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。

付則第２項は本条例施行後に、国立市職員の育児休業等に関する条例に基づき、会計年度任用職員と

して１年を経過した者は、育児休業を取得することができることとなりますが、その在職期間の判定

に旧嘱託員、臨時職員として在職した期間を含んで算定できるよう措置するために規定するものでご

ざいます。 

 付則第３項は本条例により廃止となる国立市嘱託員の設置に関する条例に基づいて、任用されてい

た嘱託員に３月分の報酬を４月に支給できるよう措置するため、規定するものでございます。 

 補足説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。一括して質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 まず 初に確認したいことがあるんですけれども、本会議のときに重松議員か

らも発言が出されておりましたが、総務省から出されている会計年度任用職員制度の導入等に向けた

事務処理マニュアルでは、平成22年９月10日の 高裁の判決において、一部これは省略させていただ

きますけれども、基本的事項を規則等に委任することは許されないという判決が出ているそうなんで

す。しかし、今回会計年度任用職員の報酬とか勤務条件等に関する条例案において、第５条に基本的

報酬の額は単価で定めるものとし、別表で定める額を超えない範囲内において、任命権者が定めると

ありますけれども、これは 高裁の判決に反するところは大丈夫なんでしょうか、そこが大丈夫かど

うかの確認だけ、 初にとりたいと思います。 

○【平職員課長】 こちらにつきましては全く問題はございません。というのは、 高裁の判決の中

におきましては、給料の額であったり支給方法の基本的事項を規則に委任すること、つまり基本的事

項も含めて包括的に委任することを禁止するということでございます。基本的事項は何かというとこ

ろなんですが、この判例の中において、基本的事項につきましては具体例として上限額であったり、

給与の額等を長が定める依拠すべき一般的基準と、この２つを例として挙げております。そちらにつ

いては今回提案させていただいている条例の中で、第５条第１項におきまして会計年度任用職員の報

酬額の上限を設定しております。また、第２項において会計年度任用職員の報酬の額を定めるに当た

って依拠すべき一般的基準、こちらについても定めているというところでございますので、給与条例

主義において求められている事項についてきちんと規定されているということで反しないと考えてお

ります。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございました。確認させていただきました。それでは、ほかの質疑

に移ります。 

 今までのシステムと今回のこの改正では、公募によらない任用が 長５年ということですけれども、

その場合、今までどのような更新体制であったのかというところをまず１つ聞きたいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○【平職員課長】 今までの更新体制ですが、更新制度があるのが嘱託員の制度でございます。１号、

２号の嘱託員は９回の更新、ですので、 長で10年働けると。３号と４号の嘱託員については６回の

更新が認められておりましたので、 長７年働けるということでございます。 
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○【住友珠美委員】 ありがとうございます。今までは10年ないしは７年といった嘱託員の中では続

けて働ける。しかしながら、今回の改正では公募によらない任用が 長５年ということで、短くなっ

たというふうな解釈でよろしいんでしょうか。 

○【平職員課長】 そのように捉えていただいて結構でございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。それと特別選考制度という制度があると聞きましたけ

れども、これはどのような制度になりますか。 

○【平職員課長】 特別選考につきましては、更新とはちょっと違うんですが、更新の回数の上限に

達した方が、いわゆるこれまでの勤務実績に応じて、新たに再度任用することができると。その際に

公募しないで任用を受けるといった特別の規定でございます。以上です。 

○【住友珠美委員】 この特別選考制度だと公募によらない選考ができるということですけれども、

今回の改正ではこの特別選考制度を維持されるということでよろしかったでしょうか。 

○【平職員課長】 今回の改正においてはこの特別選考、これまでのやり方は維持されません。とい

うのは、今回任用の適正化というのを１つ改正の趣旨になっておりますので、これまで全国的に任用

をめぐるトラブルであったり、そういうときにきちんと毎年度毎年度というのを徹底するんだという

ところが１つありました。 

 もう１つはできる限り広く門戸を開いて、公職にいろいろな人にチャレンジする機会を設けるとい

うことと、成績主義の徹底、そういったことも含めて、余りに長い更新、同じ人がずっと働くことが

できるということを制度的につくってしまうのは、今回制度の趣旨に合わないと考えて、特別選考は

維持しないということになりました。 

○【住友珠美委員】 今の課長の御答弁だと、長くならないようにするためとちょっと捉えちゃうん

ですけど、そうなると雇用の不安定雇用につながらないかなという懸念があるんですけど、この辺に

関してはいかがお考えですか。 

○【平職員課長】 ちょっと説明がそういった形に捉えられてしまったら心外なんですが、基本的に

は国のマニュアルなどにおいても毎年公募が原則とされているところです。ただ、国立市においては

４回の公募によらない再度の任用を認める中で、一定の雇用の安定と安定的な行政運営を確保しよう

と考えているところでございます。 

 あと、今回制度の移行に当たりましては、現行の嘱託員さんが持っている、残っている更新回数を

経過措置として制度移行後も認めるという措置をしておりますので、決してそこについては不利益と

も言い切れないのかと思います。また、今回年齢制限が撤廃されますので、そういう意味では健康で、

パフォーマンスを発揮できていればより長く働けることもありますし、さらに、４回の更新の上限に

達した方も再度公募によって任用されていくことも当然あり得ることですので、必ずしも不安定にな

るということはございませんし、臨時職員さんにおきましては、これまで一切そういった制度上の担

保がなかったというところでは、大きな前進と考えております。以上です。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。課長の解釈では大きな前進ということでいらっしゃい

ますけれども、今、年齢制限撤廃されたことというのは、私も大きいかなと思うんです。例えば年齢

制限撤廃で70歳、80歳になっても働けるということかなと思うんですけれども、その辺の高齢になっ

ての雇用というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○【平職員課長】 これからの社会、長く健康でいただいて、かつ社会貢献という意味ではお仕事を

していただいて、市政に貢献していただくのは大変ありがたいと思っています。今回の年齢制限の撤
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廃につきましては、雇用対策法の関係もあって、任期を定めて任用する職員であったり、任期を定め

て雇用する場合に年齢制限を設けないといった趣旨を鑑みて、今回の会計年度任用職員も任期を定め

るものですので、年齢制限を撤廃すると。つまり任期が１年に限られているからこそ、そういう意味

では何回でも健康である限り、パフォーマンスを発揮していただければと考えております。 

○【住友珠美委員】 じゃあちょっと違う切り口で質疑したいと思うんですけど、今国立市における

正規における男女の割合というのはどのぐらいになっているんでしょうか、わからなければ結構なん

ですけど、ごめんなさい、ちょっと聞いていなかったので。 

○【平職員課長】 現在の数字、きょうの数字は持ち合わせていないですが、４月１日時点で、手持

ちであるのが給与の支給に基づいた集計なので、正確な人数というより概算と思っていただけたらと

思うんです。今年度の４月１日現在で嘱託員さん427名のうち82％が女性です。男性は17.3％でござ

います。臨時職員さんもいらっしゃいまして、臨時職員さんにつきましては、人数というより賃金の

総支給人数なんですけど、290人のうち86.6％が女性です。13.4％が男性です。そのように把握して

おります。 

○【住友珠美委員】 大分男女の割合、比率がすごい違っているというか、女性がすごい、８割です

よね。これはもうちょっと是正していくという考えはないんでしょうか。 

○【平職員課長】 是正というところなんですが、基本的に今現状、今のこういう割合で特段支障が

出ているところはないので、是正というふうには思っておりません。 

○【住友珠美委員】 課長、先ほど陳情にも出されましたけれども、女性管理職の比率の問題とかあ

りましたよね。そういったところを考えたときにやっぱり８割になる非正規雇用の割合を考えたとき、

必要がないというんじゃなくて、もうちょっとどうにか、どう考えていいのか、私もちょっとなんで

すけども。 

○【永見市長】 確かにこの問題って女性が非正規労働を担っているという意味では、社会的な課題

だろうと思っております。一方で、こういう形があらわれてくるという日本の雇用の全体像といいま

すか、こういうことの縮図がここにあらわれてきていると考えております。したがいまして、これが

フィフティー・フィフティーがいいのかどうかという議論の前に、こういう非正規雇用のあり方その

ものをどう考えていくかということを含めて、制度設計そのものを考えていかない限り、なかなか是

正ということにはなり切らない。しかも社会の男性と女性の働き方の役割分担みたいなものの全てが

ここにあらわれてきている。これは長年の慣行の中で社会的に形成されてきておりますので、我々が

男性を排除して、女性のみ採っているということではありませんので、公募して応募があって、能力

がある方を採らせている。ただ、それが結果として非正規的な雇用だと女性が多くなってしまうとい

うこの現実を具体的にどうしていくかといったら、これは特に公務員制度を国立市だけで変えるとい

うことがなかなかできない制度ですので、全体の中でさまざま考えていく制度。ただし、この形がい

いということにはなり切らないんだろうなというふうには考えております。 

○【住友珠美委員】 市長、ありがとうございました。本当に考えていかなきゃいけない問題でもあ

りますけれども、では、もう１つは 後になりますけど、国立市のこの非正規職員、６割にもなると

いうことで、以前の答弁で他市と比べても多いというお話がありました。非正規職員から正規職員へ

の抜本的改善、対策をとるといったところの考えというのはありますか。 

○【平職員課長】 抜本的対策というところでございますが、基本的に職員の時間外勤務時間数及び

定数の適正化計画というのを我々持っておりまして、その中で高い非常勤職員の率ということ自体は
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非常に課題だというところで認識しておりますので、今後さまざま行政改革等進めていく中で、その

比率であったり、そういったことも改善していく必要もございますし、行政運営に必要ないわゆる正

規職員、それは当然人員は担保していかなければいけないですし、そういったことで改善をしていく

と考えております。 

○【古濱薫委員】 第５条、任命権者とは誰ですか。 

○【平職員課長】 任命権者につきましては、市長または各行政委員会の長と考えております。以上

です。 

○【古濱薫委員】 先ほどもこの会計年度任用職員の方の報酬の金額がもう議会を通ることがないの

は法的には可であるという理解で、それはまるっと、それは法的には別に構わないとおっしゃってい

ましたが、構わないけれども、国立市としてそうすることは適切なのかというのはどうお考えですか。 

○【平職員課長】 こちらにつきましては、大綱の質疑で行政管理部長も一部お答えしていますが、

非常勤職員の勤務形態は非常に多種多様でありますし、今後新たな職を設定することもあり得ますの

で、報酬額について全ての職を全ての単価、これはあらかじめ条例で全てを定めるというのは、ある

意味現実的でない部分がございます。職種自体は90ぐらいありますので、その中であとは非常勤職員

制度自体が時々の行政需要に柔軟に対応するために採用されるというものでございますので、条例で

定めていただいた一定の範囲の中で、長の裁量に定めて柔軟に対応するほうが、任用する側にとって

も働く側にとっても、こちらは望ましいものと考えております。 

 例えば毎年 低賃金がここのところ改定がございますけど、これは９月１日に発表されます。そう

いったときにこれは10月１日から適用ですから、これは臨機に適用させていくためには規則に委任さ

せていただいて、長の権限で決めていく。また、１つの職にも同じ保育士でも異なる困難度と職務の

内容と責任、そういった職をやっていただかなければいけない場合もございます。そういったときに

細かく全てを子細に条例の中に記載させていく。これはやはり柔軟な行政運営が難しくなりますので、

これは働く方にとっても雇用する側にとっても、条例で認めていただいた一定の裁量の中で、長が定

めていく、これのほうが望ましいと考えております。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。続いてとはいえ資料をいただきました。本会議資料№10

の中で、別表でこれは条例とかではなくて規則にのせるものでしょうか、会計年度任用職員の報酬額、

第１種、第２種ですとか、額がなかなか細かくお給料における対応俸給とかも書いてある表ですけれ

ども、これはぱっと見てもどんな方がどこに当てはまるのかというのは、見ただけではわからないで

すが、これからああいう方たちはどうなっていくんだろうという疑問がわいてきたりしまして、答え

られる範囲で結構なんですが、例えばこれから社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団に派遣

される保育士さんたちが、この会計年度任用職員に準ずるのかとか、またきょう話題に出ました新給

食センターがもし予定どおりそのような計画でなった場合、ＳＰＣ立ち上げとなり、そこで働く調理

師の方々、今センターで働いている調理員の方々が移行するのか、それもこの表に準ずることになっ

て、どこの枠に入るのかとか、また今まで短期で雇われていた方といえば、選挙管理委員会のスタッ

フさんなどいらっしゃったと思いますが、ああいう方々にとっても適用になり、そして、先ほど任用

の方法は受け継がない、そのたびの公募になるとおっしゃっていましたが、そのようにこの方たちも

変わるのか、教えてください。 

○【平職員課長】 まず、先ほど子どもの夢・未来事業団については、事業団のほうがどのような報

酬設定を……（発言する者あり）済みません、派遣される職員という点でいいますと、会計年度任用
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職員は非常勤の職ですので、派遣法の対象になっておりませんので、会計年度任用職員さんが派遣さ

れるということは想定していないところでございます。 

○【雨宮行政管理部長】 今のお問い合わせは正規職員の保育士が事業団のほうに派遣された場合、

どうなるのかということでお答えさせていただいていいですか。 

○【古濱薫委員】 そもそも保育士さんが正規職員なのか非正規職員なのかというのもちょっと把握

ができていないので、あわせてお願いします。 

○【平職員課長】 保育園の保育業務に当たっていただいている方は３種類ございまして、１つは正

規職員、いわゆる任期の定めのない常勤職員、そして、今で言う嘱託員さんと臨時職員さん、３種類

ございます。任期の定めのない常勤職員、我々正規職員は派遣法に基づいて派遣されるので、勤務条

件、給与については国立市の給与条例に基づくものが維持されると。それ以外の嘱託員さんであった

り、臨時職員さんにつきましては非常勤職員でございますので、市から派遣するということはできな

いということになりますので、事業団が独自に任用するという形になると思います。ですので、その

際にどのような賃金水準にするかというのは、事業団が考えることですので、ここではちょっとお答

えすることは難しいということでございます。 

○【古川教育施設担当課長】 給食センターの現役で働いていらっしゃる調理員さん、臨時職員の方

と嘱託員の方がどうなるかということでよろしいでしょうか。今現在給食センターはＰＦＩという手

法で事業化をしようと考えておりますけれども、その際は市の雇用ではなくなりますので、今この条

例案で出ている範疇ではなくなるということになります。以上になります。ただ、今後ＳＰＣのほう

で恐らく雇っていただくことになると思うんですけれども、その際は今の給与水準等と事業者の選定

の中で検討していくということになるかと思っております。以上になります。 

○【平職員課長】 もう１つ、御質疑にありましたいわゆる選挙管理委員会で任用する会計年度任用

職員がどうなるかということでございますが、基本的にはこちらの規則、条例で定められた範囲で運

用していくということでございます。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 数点だけ御質疑させていただきますが、この会計年度任用職員の制度なんで

すけれども、他の委員からも質疑がありましたとおりに、国立市における６割の方たちが非正規の中

で、その方たちがこの制度に移行すると。ここで明確に法律的にも身分的にも会計年度任用職員さん

と年度の定めがない正規職員さんと立場が変わって、仕事の業務、内容が変わったと思います。 

 今までは言い方が悪いですけど、非正規の方に頼んでいたような仕事と、それをちゃんと区別をし

なきゃいけないということですよね。正規職員としての仕事、それから会計年度任用職員としての仕

事を明確に区別をして、その仕事を分けていかなきゃいけない、それはどんなふうに変わっていって、

それぞれがどういうふうになっているのかをお伺いいたします。 

○【平職員課長】 御指摘のとおり会計年度任用職員といわゆる常勤職員は異なる職務内容に設定し

なければいけないとされております。今回、国立市におきましては会計年度任用職員に担っていただ

く業務として、第２条の職の部分で、位置づけのところで部分的業務、専門的業務、定型的業務と整

理をさせていただいております。部分的業務は全体の中の一部を担う業務であったり、正規職員の指

導や指示を受けて行うと。専門業務につきましてはその職の専門性や資格を持って一定の判断を行っ

ていく業務。そして、定型的業務につきましては、処理方法が確立している定型業務であったり、あ

とは簡易な作業というものです。こういったものを担っていただくと。 

 一方、正規職員、常勤職員につきましては、第２回定例会の総務文教委員会でお示ししている表の
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中で示しておりますが、正規職員は全体的業務であったり、非定型的業務、権力的業務を行っていく

と整理しております。ですので、正規職員が行うべき業務を会計年度任用職員に担わせることがない

ように、それは整理していかなければいけないと。全体的業務というのは、具体的には組織の運営で

あったり事務事業取りまとめに関する全体をマネジメントしていく業務です。非定型業務につきまし

ては、政策の立案であったり、企画の調整に関する業務、権力的業務というのは、公権力の行使に係

るところです。財産の差し押さえであったり、あとは許認可といった業務です。そういった業務は、

正規職員が担っていくと。 

 会計年度任用職員が担う業務を正規職員が全くやらないということではなくて、正規職員はそうい

った会計年度任用職員を行う業務をやりながら、この正規職員が行うべき業務を行っていくといった

整理をしております。 

○【稗田美菜子委員】 そうすると人材育成とかこれで全部非正規という言葉がなくなりますので、

会計年度任用職員さんにおける人材育成、正規職員さんにおける人材育成と違ってくると思うんです

けれども、そこまできちんと計画されているのかどうかお伺いします。 

○【平職員課長】 会計年度任用職員さんにおける人材育成というところでは、これは１つの新たな

課題だと思っております。これから、担っていただくものが明確になって、かつ制度が運用され始め

て、人事評価も導入されます。その中でどのようにモチベーション管理していただいて、人材育成に

つながっていくか。これは新たな課題でございますので、これからしっかり考えていきたいと思って

おります。 

○【稗田美菜子委員】 現段階ではちゃんと制度としてはできていないということなので、しっかり

考えていただきたいと思うんですけれども、これで制度は確立したと同時に、事前のヒアリングの中

で財政的影響の概算を出していただいた資料をもらいました。報酬及び期末手当の増額分について、

導入初年度は１億3,000万、２年目以降は２億4,000万という試算が出されております。これは今まで

これだけの仕事をしてもらっていたけれども、出していなかったともとれますし、制度上新しくでき

たかと。とにかく新しくこれからふえるわけです。何をしなくてもふえていくもの。これにつきまし

てめどが立っているとか、どういうふうになっているのか、お伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これは人件費でございますので、当然お支払いしていかなければならない

ということで、毎年度の予算編成の中で手当をしてまいります。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 現段階でこれだけ見込む中で手当をしていくというのはわかるんですけれど

も、今同時に業務の棚卸しをしていて、コンサル入れて、仕事がこれは必要な仕事、これは必要じゃ

ない、人間がする仕事、人間がする仕事じゃないという業務の整理をしていると思います。それと同

時に会計年度任用職員さんでいえば、仕事がなくなればその年度で契約を更新するということ、更新

ということではないですけど、任用するということはあり得ないと思うんです。 

 そうすると会計年度任用職員に制度は移行しましたけれども、ふたをあけてみたら翌年度には仕事

そのものがなくなっていましたとなっちゃえば、簡単に言えば切ってしまっているということになる

と思うんですけれども、そういうことがないのかどうか、それから、一方でやっている棚卸しについ

てどの程度進んでいるのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これは会計年度任用職員制度にかかわらず、当然仕事がなくなれば、現行

の嘱託員さんも雇いどめといいますか、当然それはございます。これまでも例としてございます。で

すから、そこについては変わっていかないということになります。その上で業務プロセス診断、棚卸
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しにつきましてはちょうどきょうからヒアリング予定だったんですが、きょうはこんな交通状況でし

て、事業者さんのほうが来れないということがありまして、そういう状況ですが、今月から各課ヒア

リングに入っていって、10月半ばごろから末ごろにかけましては中間集約を取りまとめる予定でござ

います。 

 その中において今委員さんがおっしゃったとおり、実際にどれだけ必要なのか、これは正規職員が

やるべきものなのか、会計年度任用職員さんがやるべきものなのか、または委託すべきものか、ある

いはＲＰＡ、ＡＩでどうにかできるものかといったことを分けてまいります。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 そうすると来年の４月から該当してＲＰＡだとかＡＩにかわるような仕事も

生まれる可能性があるということでいいのかどうか、お伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 ちょっとまだ現在確定的なところは申し上げられませんけれども、可能性

としてあろうかと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 そのことについては組合交渉の中でもいいですし、それ以外のところで周知

ができているのかどうかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 庁内周知におきましても、もちろん組合との協議におきましても基本的には職の

廃止、もしくは変更がない限りは、現行の嘱託員さんが移行できるように、能力の実証、面接等を行

っていくと御説明しております。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 それはわかっているんですけれども、今現段階でたまたま業務の棚卸しと会

計年度任用職員制度が同時並行で始まっていて、４月１日のときに重なってしまう可能性があるとい

う説明をしているのかどうかということを聞いたんです。 

○【平職員課長】 そのような説明の仕方はしておりません。 

○【稗田美菜子委員】 それはきちんとしていただかないと、どの状況でもそうですけれども、非正

規ですので、正規職員とは違いますので、いつその段階が来るって、契約が切れるのが来年度の頭か

もしれないというのは当然あるんですけれども、確かにそうではありますが、今回タイミングとして

は業務の棚卸しという行革を進めていかなければいけないので、私はそれについては反対の姿勢は示

しませんけれども、情報としてはきちんと共有すべきだと思うんです。たまたま同時だったのかもし

れませんけれども、それについて御意見があるんだったらお願いします。 

○【雨宮行政管理部長】 今後についてということで若干お答えをさせていただければと思います。

可決をしていただければという前提になりますけれども、９月下旬には課長連絡会ということです。

10月に入って課長補佐あるいは係長の説明会をやってまいります。10月の上旬から中旬にかけて、嘱

託員の方、あるいは臨時職員の方々の説明会をやっていこうと思っています。それが終わって、11月

から12月ぐらいだと思うんですが、来年４月以降の御本人たちの意向面接をしようと思っています。

そのときに今言ったようなこともお話はできるんだろうと。確定ということではないですけれども、

総合的にはそういうこともあり得ますということをそこでお話ししていけるのではないかと思ってお

ります。まだ固まっていない中、それを言ってしまうとそれが先行してしまうということがあります

ので、そのような形の予定を今しているというところで御理解いただければと思います。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、第54号議案について、上村和子議員から発言がしたいとの申し出がありました。 

 お諮りいたします。上村議員の発言を許可することに賛成する方の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、上村議員の発言を許可することに決定いたしました。なお、申し合わせにより

委員外議員は委員と重複した質疑及び意見討論を行うことができず、採決に参加することができませ

ん。また、発言時間は１議題10分程度となっております。上村議員。 

○【上村和子議員】 それでは、この条例案の会計年度任用職員の対象者のうち、女性が占める割合、

８割、８割と言っていますが、もしも８割でよければその人数ですね。それから、その職種、その働

き方の状況についての検証をされているか、また、その現場の声の把握は条例制定過程でどれくらい

できているのか、初日に聞いたときには10課では現場の声を聞いているという話もありましたので聞

いておられる課もあると思いますので、どのような声が出て、その声に対してどう反映したかという

ことについて、お答えください。 

○【平職員課長】 まず人数のところですが、先ほど申し上げましたが、支給対象というところで把

握していますので、お給料の支払いデータからつくったデータなので、実際の在職人数と異なるとい

う前提で御理解いただきたいんですが、今年度の４月１日現在で、353人の82.7％と先ほどお伝えし

た数字の人数が353人となります。これは全員女性でございます。内訳、中の職というところですが、

一定の分析をしておりまして、約19％、67人の方が福祉関係であったり子育て関係、もしくは教育関

係で市民の相談に乗っていただいている嘱託員さんと捉えております。 

 また、もう１つの固まりとして約20％、70名の方が学校教育指導員の方、70名という人数です。あ

と保育園や学童で子供たちの保育に当たっていただいている職員が67名、同じく19％でございます。

あとは栄養士であったり調理士さんのように資格を持って業務に当たっていただいている方が22名で

6.2％、あと一般事務職、公民館でやっていただいている事業嘱託さんであったり、図書館で働いて

いる方、学校の事務職員、いわゆる事務をやっていただいている方が35.4％、125人という内訳にな

ります。あとは作業等についていただいている方が２名、0.5％という形の内訳でございます。 

 あと状況というところで、状況といってもさまざまあろうかと思いますが、こちらのデータとして

分析しているデータとしましては、 大で10年まで働ける。嘱託員さんによっては７年という形の中

で、在職、勤続５年目までの方が大体353名の中で259名、73.4％の方が５年以内の方、つまり逆に言

うと94名の方が５年から10年働いていただいていると。パーセントにすると26.6％ですので、73.4％

の方が５年以内という形になります。 

 あと、声をどのぐらい制度に反映できたかというところですが、こちらにつきましては一定程度反

映できたと考えています。というのは、７月12日に庁内に国立市が現行で考えている制度の概要と法

律の枠組み等について、その時点でお伝えできるものについてまとめたものを各職場に周知をさせて

いただいていると。あとは庁議を通じて各部課にお願いいたしまして、各課に御協力いただきまして、

非常勤職員の皆さんに通知の内容を徹底していただいて、意見や疑問などを直接集めてもらうように

お願いをしました。その結果、主に多くの嘱託員さんや臨時職員さんの人数が多い部署、教育であっ

たり子ども、健康福祉部、もちろんほかの都市整備部、行政管理部も来ていますが、10個の課から意

見や疑問を113件いただいています。それについて子細について目を通させていただいていますが、

内容的には組合交渉で交渉した内容がほとんどでございましたが、やはり再度の任用であったり報酬

の部分が多かったかと思います。 

 例えば、中には更新回数についても現行の職員に不利にならないように、特例を認めてほしい、そ

れは反映できたかと思いますし、あとは嘱託員さん、臨時職員さんの区分を残してほしいと。なぜか
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というと、職場の実情として例えば同じ調理師さんでも嘱託員の調理師さんと臨時職員の調理師さん

は明確に役割と責任が違うと。そういう中で報酬の区分としても残してほしいといった声が具体的に

ありました。 

 あとはさまざまございますが、もちろん全部が反映できたわけではないですけれども、一定程度反

映できていると考えています。以上です。 

○【上村和子議員】 ありがとうございました。かなりデータとしては具体的でわかりやすかったで

す。いただいた本会議資料№10の４ページ、５ページに、基本的に行政職給料表１、２があって、１

が嘱託員で２が臨時職員で、専門的業務、部分的業務、定型的業務と書いてあって、今おっしゃった

区分けではないんです。では、今おっしゃった福祉、教育、子育ての相談部門に19％いるとか、そう

いったものはどの部分に多いんですか。専門的業務、部分的業務、定型的業務、これに当てはめてみ

たデータというのはあるんですか、あるかないかだけでいいです。 

○【平職員課長】 今詳細にすぐぱっとお示しするものはございません。（「でも、していますか」

と呼ぶ者あり）時間をいただければできますが、今すぐには。 

○【上村和子議員】 してくださいということじゃなくて、これを当てはめてみたら一体どこに女性

の嘱託員はたくさん行っているのか。これは専門的業務なのか、部分的業務なのか、定型的業務なの

かと分析したほうがいいと思うんです。それが検証だと思うわけです。これが１つ、これはやられる

といいと思います。女性嘱託員という会計年度は一体どういう業種に人が集まってくるんだろうかと

いう、それともう１つ、条例に照らし合わせたときに、第54号議案、条例の第２条に会計年度任用職

員の職は、知識、技術、経験等に基づき専門的、部分的又は定型的な業務に従事し、行政運営を補完

する業務を行うと書いています。あくまで行政補完するわけですね。じゃあこの女性の三百何人の中

で、正職員と全く同じ仕事をしている、補完ではないという業務をしている人はいないんだろうか。

もしもいたらそれは会計年度つきじゃなくて正職員にしなきゃいけないんじゃないか。条例上厳密に

やらなきゃいけないんですが、そういう仕分けというのはやられましたか。 

○【平職員課長】 今回、制度設計に先立って、各課に職の分析の調査をかけております。その中で

正規職員と同じ、このような権力的業務であったり、全体的業務、非定型的業務を担っている職員と

いうのはいないと、嘱託員さんはいないと、そのように整理しております。 

○【上村和子議員】 私は自分が補完するって何なんだと。私はちょっとかぶるんじゃないかなと思

ったものですから、この補完の内容、きょうは聞きませんでしたけど、また後日ちゃんと教えてくだ

さい。 

○【遠藤直弘委員長】 質疑を打ち切り、一括して討論に入ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 第54号議案、第55号議案について反対の立場で討論いたします。 

 地方公務員法及び地方自治法が改正され、2020年４月から会計年度任用職員制度が始まります。こ

の制度は正規職員を原則とする地方公務員法に１年任用の会計年度任用職員という新たな仕組みを導

入し、臨時、非常勤の大部分を移すものであります。まずは今回の改定において、報酬の改善、そし

て期末手当の支給など一定の改善はあり、組合との妥結に至った経緯、１つの前進はあったと考えて

おります。 

 しかしながら、会計年度任用職員、１年間を期限とする会計年度単位です。毎年更新されるといっ

ても、幾ら公募によらない任用が 大５年間あるといっても、１カ月間の条件つき任用期間が設けら

れており、再度任用されても改めて１カ月条件つき採用ということや、心配する点はいつでも雇いど
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めが可能な有期雇用では、不安定な生活に陥る可能性もあります。また、正規と非正規職員の待遇格

差は依然としてあります。残されたままとなっているここを是正していくこと、正規職員と同様の業

務を行っている非正規雇用職員を正規化していく対策も考慮していただきたいと思います。 

 以上を勘案し、第54号議案、第55号議案について反対といたします。 

○【藤江竜三委員】 この議案には賛成の立場で討論いたします。 

 私はこの非正規の方々に期末手当を出していき、処遇の改善をしていくということは必ず必要なこ

とであると考えております。人にお金を出していくということは、社会全体の経済的メリットなどを

考えても必要なことだと思います。そういった中で、ただそういう中で、市としては導入初年度で新

たに１億3,000万円程度のコストがかかってくる、２年目以降２億4,000万円のコストがかかる。そう

なってくるとやはり効率化をしていく部分をしっかり考えていっていかなくてはならないと考えます。

ぜひともそのあたりをしっかり進めていきつつ、この制度をうまく運用していってほしいと思います。 

○【小口俊明委員】 非常勤職員、臨時職員また嘱託員の報酬、勤務条件等が会計年度任用職員制度

導入に伴いまして、新たに条例を制定し、また関係条例の一部改正が必要となってくるということで

あります。法の趣旨に基づき、そしてまた、そうした皆様の処遇の改善ということも含め、検討され、

そしてさらには労働組合との協議が整ったということであります。そのことから、この第54号議案、

そして第55号議案ともに賛成といたします。 

○【稗田美菜子委員】 賛成の立場で討論させていただきます。 

 まずもって組合の方、担当部局の方、長い時間というか、きっちりここまで組合交渉を進めていた

だいて、大変だったと思います。それぞれの生活がかかっていること、あとは運営がかかっているこ

とですので、譲れるところ、譲れないところを折り合いをつけて、ここまでくみ上げてくださったこ

とは本当に大変だったんだと想像するところでございます。 

 会計年度任用職員さんにつきましては、ここで処遇改善と適切な任用ということで、法に基づいて

しっかり１つ段階を踏んだのかなと思います。同時に仕事をここで区別をしっかりして、処遇改善に

つながったので、今までも職員さんの数としては、国立市の半分以上の仕事を担っていただいたのと

同時に、さらに仕事に対して誠実に向き合っていただきたいと思うと同時に、これで正規職員さんは

明確に自分の仕事に対してさらにやらなきゃいけないことがふえたということでもあると思います。 

 今までだったらお願いできたことが、これでお願いできなくなるということになると思うんです。

そこはしっかり皆さん、下を向いているんで大丈夫なのかなと思っちゃうんですけど、それこそここ

にいる方たちが先頭になって、その背中を見せていかなきゃいけないんだと思います。１つ制度が変

わったからということではなくて、市役所の中の仕事は先ほどありましたけれども、非定型業務だっ

たり権力的業務だったり、全体的にマネジメントするといったことにしっかり目配せしなきゃいけな

いということになったと思うんです。何となく今まで仕事を振り分けていたということでなくて、明

確にしっかりそこを考えなければいけないといったことをしっかり肝に銘じることをお願いいたしま

して、賛成の討論とさせていただきます。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 まず、第54号議案についてお諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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 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。 

 続いて、第55号議案についてお諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で、本会議から付託されました事件の審査は終了しました。 

 続いて、報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方々はここで退席して

いただいて結構でございます。 

 ここで休憩に入ります。 

午後４時４６分休憩 

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

午後５時再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 それでは、報告事項に入ります。 

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

 報告事項(1)「国立市総合オンブズマン平成３０年度年次報告書」について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(1)「国立市総合オンブズマン平成30年度年次報告書」についてに

入ります。 

 当局から報告を願います。オンブズマン事務局長。 

○【田代オンブズマン事務局長】 それでは、国立市総合オンブズマン平成30年度の活動について、

総務文教委員会資料№50により御報告申し上げます。 

 この国立市総合オンブズマン平成30年度年次報告書は、国立市総合オンブズマン条例第35条に基づ

き、その運用状況について、年次報告書を作成し、市長、議長に報告するとともに、広く市民に公表

することが義務づけられているものです。 

 年次報告書２ページと３ページをお開きください。初めに、総合オンブズマンお二人の平成30年度

の振り返りを掲載しております。 

 また、４ページでは、平成30年度より子ども相談員の振り返りも掲載しております。 

 続きまして、６ページから12ページまでは、設置の経緯、オンブズマンの仕事の内容、相談方法な

ど、制度の概要を御説明しております。 

 次に、14ページから50ページまでは、一般オンブズマン、子どもの人権オンブズマンの運用状況を

掲載しております。 

 14ページ、大きな１、総合オンブズマンの活動については、オンブズマンの延べ出勤回数や会議の

開催状況を掲載しております。 

 次に、大きな２、一般オンブズマンの運用状況について御説明申し上げます。 

 (1)相談・申し立ての状況でございますが、平成30年度は49件の相談がございました。このうち５

件について申し立てがあり、そのほか平成29年度に相談を受け30年度に申し立てとなった１件と合わ

せて、計６件の申し立てを受け付けました。これは平成29年度に比べ相談件数で34件の減、申し立て

では21件の減となっております。 

 15ページをごらんください。表４の内容別相談・申し立て件数では、職員対応14件、生活保護９件、
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平成29年度に続きまして相談件数全体に占める割合が多くなっておりますが、申し立てに至った件数

は職員対応が１件、生活保護はゼロ件と大幅に減少しております。 

 18ページをごらんください。(2)申し立ての処理状況でございます。平成29年度から継続調査の６

件、平成30年度の申し立て６件のうち、平成31年度に継続調査となった１件を除きまして11件の調査

が終了し、その結果を申立人と市の機関に通知いたしました。 

 調査結果を通知したもののうち、申し立ての趣旨に沿ったものが１件、一部趣旨に沿ったものは７

件、市に不備が認められなかったものは３件でございました。 

 続きまして、19ページ、表７をごらんください。申し立てが行われてから調査結果を通知するまで

の期間でございますが、平均では5.3カ月となっております。 大では13.2カ月、 小のものは1.6カ

月でした。 

 続きまして、20ページ、(3)申し立てに至らなかった相談の状況でございます。オンブズマンの所

掌に該当するもののうち、苦情内容が簡易、匿名希望、相談者の希望により事務局または所管課と調

整して対応したものは30件、連絡がなかったもの、取り下げられたものは３件でした。 

 次に、(4)是正勧告または意見表明でございますが、生活保護に関する是正勧告が１件ございまし

た。21ページ、22ページが是正勧告書、23ページから26ページが担当部署から是正勧告に対する改善

措置状況の報告でございます。 

 続きまして、29ページから50ページ、子どもの人権オンブズマンの運用状況でございます。 

 (1)相談・申し立ての状況でございますが、平成30年度の子どもの人権オンブズマンの相談件数は

26件で、平成29年度の17件と比較して1.5倍の伸びとなりました。 

 救済申し立てにつきましては、平成29年度に相談を受け、平成30年度に申し立てを受けた１件でし

た。なお、是正勧告及び意見表明については、平成30年度対象案件はございませんでした。 

 相談者の内訳については、子供自身から直接受けた相談が４件、家族の方などから受けたものが15

件、その他地域支援者などから受けたものが７件ございました。 

 続きまして、30ページ、主な相談内容でございます。学校・教職員等の対応が６件あったほか、い

じめ６件、不登校３件などとなっております。 

 次に、(2)相談の対象となる子供の所属及び学年等では、26件の相談のうち、小学生が15件と顕著

になっております。なお、平成29年度は高校生に関する相談はございませんでしたが、平成30年度に

ついては２件の相談が寄せられております。 

 続きまして、31ページをごらんください。(3)子どもオンブズマンの総活動回数でございます。平

成30年度の相談件数26件と、平成29年度から継続した３件を合わせた29件の総活動回数は342回に上

りました。これは平成29年度の活動回数144回に対し、2.4倍となっております。 

 32ページから50ページでは、周知活動など子どもオンブズマンの活動の内容を紹介しております。 

 後に、52ページから71ページの事例でございますが、一般オンブズマンの申し立て事例について、

申立人の趣旨に沿ったもの、一部沿ったもの、市の業務に不備のなかったものに分けて掲載しており

ます。 

 また、子どもの人権オンブズマンについては、相談のあった事例の一部を掲載しております。 

 なお、こちらの掲載した事例の内容については、申立人の個人が特定されないよう、調査結果通知

を要約したものとなっております。また、その内容から個人が特定されるおそれのあるものに関しま

しては掲載しておりませんので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。 
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 以上で国立市総合オンブズマン平成30年度年次報告書の御説明を終わります。ありがとうございま

した。 

○【遠藤直弘委員長】 説明が終わりました。質疑、意見等を承ります。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 それではちょっと何点かだけお伺いいたします。 

 とにかく年に１回の報告ですので、丁寧にいつも聞かせていただいて、読ませていただくところで

すが、報告書自体がとても丁寧ですので、本当にありがたいなと思います。 

 そこでちょっとお伺いしたいんですけれども、30ページのところで、子どもの人権オンブズマンの

中で、今回は小学生が15件と顕著であったという説明とともに、件数としては、未就学児、小学生、

中学生、高校生の中で、小学生がとても多かった。それについては、なぜ多かったのかという分析を

されているのかお伺いいたします。 

○【田代オンブズマン事務局長】 お答えいたします。小学生の件数は、たしか29年度については、

全体が17件のうちの７件でしたので、全体としての割合としては、今回26件のうち15件なので、それ

ほど割合としては差がないとは思っているんですが、私どものほうで29年度から始まった子どもの人

権オンブズマンについての啓発が、だんだん皆さんに浸透してきていて、親御さんからの相談、また

お子さんからの相談が寄せられたものと考えております。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。割合で考えたら同じぐらいだといったことで、件数

としてはふえたので、確かに市報を見ても、それからインターネットを見ても、子ども人権オンブズ

マンというのは目立つようになっていますし、それ以外で、各小学に出張して広報などしていただい

ているようなので、しっかりと周知が進んでいるのかなというふうには確かに思うところであります

が、高校生の件数が少ないといったことで、なかなか難しいところだと思います。高校生が行政に対

して何か意見をしに行くだったりとか相談に行くということは確かに難しいことだとは思うんですけ

れども、小学校や中学校でこういう制度があるというのをわかった上で、自分が年齢を重ねて、すご

く悩んだときとか困ったときに、そういえば、そういう制度があったなと思って相談に行くことは十

分あると思うんです。なので、今の段階できちんとホームページやいろんなツールを使って周知する

のは大切なことだと思うんですけれども、高校に出張して説明していくとかということは具体的にさ

れているのかどうかお伺いいたします。 

○【田代オンブズマン事務局長】 お答えいたします。高校のほうに出張ということで考えているの

かです。現在、市内に４カ所ある高校について、当初行く予定をしておりました。また、それを実行

していこうと思っているんですが、新たに、立川市の住所にはなってしまうんですが、立川国際中等

教育学校のほうにも、地図上で見ると極めて国立市内ということなので、また通っていらっしゃる方

も結構多いとお聞きしておりますので、直接伺って御説明していこうと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 実績としてはあるんでしょうか。 

○【田代オンブズマン事務局長】 平成29年度のこの事業を立ち上げるときに、桐朋高校や第五商業

高校などを回らせていただいていると聞いております。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。あとは意見にとどめておきます。高校生って確かに難

しい年ごろで、私自身も今学習塾の講師をしている中で、家の親でもなく、兄弟でもなく、学校の先

生でもない第三の大人というのは、さまざまな方と出会うことで子供たちの可能性が開かれたり、言

い出しにくかったことを言えたりということはあると思うんですね。そういうのを国立市の中でしっ

かりやっているよという周知はとっても大事だと思いますので、本当は高校だけじゃなくて、高校を
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やめてしまった子供とか、高校に行けなかった子供が行けるような場所で周知の場があれば一番いい

ですけども、なかなか難しいと思うので、まずは高校を回っていただくこととか、あとはチラシ等で

すね。図書館とか、児童館とか、特に中高生タイムをやっている西児童館とかに置いていただいて、

しっかり周知をしていただきたいということを申し上げておきます。 

 本当に１年間丁寧なオンブズマンの事務局と、それからオンブズマンの方たち、それから子供の相

談員の方、一生懸命やってくださっていることに改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。 

○【藤江竜三委員】 それでは１点伺います。67ページの事例②についてなんですけども、子供の相

談について、ほかの事例だと、そこそこ解決したなというか、効果があったなというような感じも見

受けられるんですけど、この事例を見ると、それで先生はどうなったのというような疑問がやや残る

形で終わっているような感じがするんだけど、その後のてんまつとか、この事例においてはこうだっ

たというようなことがあれば伺いたいんですけど。 

○【田代オンブズマン事務局長】 こちらのほう、載せられる範囲の中で載せた事例の内容になって

おりますので、なかなかお答えづらいのですが、オンブズマンと校長先生のほうでお話をさせていた

だいた中で、校長と面談できるように後押ししたということで、手はずをとらせていただいて、その

後、親御さんが直接お話ししやすいような環境づくりをさせていただきました。そして、その後、ま

た親御さんのほうに確認したところ、ありがとうございましたという答えをいただいているので、解

決しているのかなと思っております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 では、実際に校長と面談はしたということなんですか。校長なり先生と。 

○【田代オンブズマン事務局長】 こちらのほう、面談を直接したかどうかまでは、ちょっと今は、

ごめんなさい、直接把握できていませんので申しわけございませんでした。 

○【遠藤直弘委員長】 よろしいでしょうか。ほかに。古濱委員。 

○【古濱薫委員】 丁寧な御報告と報告書、ありがとうございます。子供の件に関しまして教えてく

ださい。子供たちから、親御さんからでも、相談のうち、深刻なものはどれくらい、またどんなもの

がありましたか。 

○【田代オンブズマン事務局長】 深刻なものというのかと言えば、全てが子供の悩みなので重いと

は受けとめていますが、時間がかかったものについてということであれば、学校とのやりとりとか、

親御さんとの御意見を聞く、またオンブズマンが調査をしていくという中で、かかったものは多くて、

事例で出させていただいているもの以外に２件ほどありました。そちらはかなり重かったとは思って

おります。以上です。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございました。深刻と、ちょっとぼんやりした質疑で済みません。例

えば児童相談所につなげないととか、警察と連携しないととか、そういったことはありましたか。 

○【田代オンブズマン事務局長】 警察につなぐというか、一緒に親御さんと行かせてもらったもの

もございました。以上です。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。そういった例もあったと聞きました。子供の状況、本当

に子供が相談できたりヘルプを出せる場所というのは、多くあればあるほどいいと思います。ただし、

オンブズマンもそうですけども、子供からの自発的な訴え、ここに相談してみようと、そこまで主体

的にやってみようとなる、そういった訴えに応じる形のため、やっぱりそこまで行かない子供たちの

声をどうやって救い上げるかというのは、本当にこれは永遠の課題かもしれませんが、その辺はどう

お考えですか。 



－ 72 － 

○【田代オンブズマン事務局長】 こちらのほうで直接お子さんからあった件数は、４件ほどだった

ということでございます。こちらの数字は、全体的にはさほど低くはないんです。他の子供のオンブ

ズマンをやっているところではあるんですが、私どもでの件数だと26件中４件しかないということで、

他の県外の市町村ですと91％ぐらいがお子さんの意見を聞いているとか、そういった経過もございま

す。そちらのほうが、手法はいろいろやっていらっしゃって、学校に直接行って出張相談みたいなの

をやるのと同時に、紙を直接配らせていただいて、学校の協力のもと、そこで手紙をそこに届けたら

どうとか、ポストに届けたらどうということで、相談の内容はそれぞれ重いものから軽いものがある

と思うんですが、そういった手法で子供の手法を聞くということをやっていると聞いております。 

 そちらはオンブズマンのハードルが高くて、このぐらいのことでは行かなくていいんじゃないかな

というのを、私どもが聞かないというわけではなくて、そういったことも聞いていく中で、子供たち

がどんなことで悩んで、どんな遊びをしているのかを把握していくことで、オンブズマンが相談の役

割として、特につながりがよくなっていくということをこれから目指していこうと考えております。

以上です。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。つらい目に遭っている子が相談できれば本当にそれはい

いですし、また、そういった場面を見た子たちにとっても、それは被害だと考えます。今、ＤＶだと

か、家庭内の暴力、夫婦げんかを子供の前で見せることも、それはもう子供への虐待だとされていま

す。そういった場面を見てしまった子供が、自分がされているんじゃなくても相談できる場所がある

とか、そういった形の周知もぜひお願いしていきたいと思います。 

○【住友珠美委員】 今回、このオンブズマン年次報告書を見せていただきまして、すごくわかりや

すくて、内容が頭に入りやすいところは、すごい評価できるなということが１点ありました。 

 その中で、29ページになりますけれども、相談者の内訳の中で、子どもの人権オンブズマンのほう

は、26件中、本人からの相談が４件あったということで、私は本人が自分でみずから相談に行くとい

うのはすごいなと思うし、ちゃんとそこに周知ができていたのか、間口が広い、どういった理由で御

本人が行ったのかなというところも思うんです。ただ、直接御本人が相談に行けるところは本当にす

ごいと思うんですけれども、本人が４人来られたところについてはどのように分析されていますか。 

○【田代オンブズマン事務局長】 この４名のお子さんのことにつきましては、お一人がメールで送

ってくださいました。お悩みのほうですね。残りの３人は、直接オンブズマンの事務所のほうに、ち

ょっと相談したいことがあるんだけどということでお越しいただいています。以上です。 

○【住友珠美委員】 はい、ありがとうございます。ということは、私は、直接来るということは、

小学生なのか、中学生なのかわからないんですけれども、すごくこのオンブズマンの周知が進んでい

るのかなというふうに、私なりの分析なんですけれども、市はどのように分析していますか。 

○【田代オンブズマン事務局長】 子供の相談員が、我々が学校に訪ねていくと、ああ、オンブズマ

ンだとか言っていただくことがあったりして、かなり顔は知れてきているのかと思います。機関紙に

も載せさせていただいていますが、かなりの回数出させていただいていまして、周知は行き届いてい

ると思います。当たり前ですが、うちの息子なんかもオンブズマンをやって、お父さんに訴えていい

のなんてわけのわからないことを言って、ちょっと怖いものがあるので余り怒れなくなったというと

ころもありますが、意見表明権がありますので。 

 そういったことで、周知という点では、すごく行っていると思います。ただ、自分から一歩踏み越

えて、幾らオンブズマンの顔を知っているとは言っても、こんな相談していいのかなあとか、先ほど
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のちょっと繰り返しになっちゃいますけど、どうしても、こんなことぐらいとか、子どもの人権に関

して、生きる力であるとか、守られるとか、そういったもののある中で、ほかの市でアンケートをし

てわかっていなかったのは、子供の参加、子供の意見表明権というのが、お子さんは知っていますか

と言うと、全体の中で、ほかが90％以上超えているのに、そこが60％だったり、70％だったり、ちょ

っと低い数字だということもあるようなんです。ですから、自分がこういうことを大人に言っていい

んだよ、もっと自分をあらわしていいんだよというところをしっかり啓発していきたいなと思ってお

ります。 

○【住友珠美委員】 すごい、すばらしいですね。そこまでオンブズマンの顔を見てわかるというの

は、よくよく行かれているし、周知が進んでいるという、本当にこれは評価したいと思います。あり

がとうございました。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)国立市総合オンブズマン平成30年度年次報告書についてを終わります。 

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

 報告事項(2) 使用料・手数料の見直しについて 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(2)使用料・手数料の見直し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(2)使用料・手数料の見直しについて、お手元の総務

文教委員会資料№59から62までを用いまして御報告をさせていただきます。 

 本件に関しましては、各常任委員会に御報告させていただきますので、資料が共通のものとなって

おります。御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

 それではまず、総務文教委員会資料№59をごらんください。見直しの基本方針（素案）を、委員各

位には７月17日付でお配りをいたしました。その素案に基づきまして、記載のとおりパブリックコメ

ント及び市民説明会を実施しております。そこでいただいた御意見、御質疑、また、それに関する市

の考え方につきましては、総務文教委員会資料№60のとおりでございます。 

 続いて、総務文教委員会資料№61、使用料・手数料の見直しに関する基本方針（案）をごらんくだ

さい。 

 １ページをお開きください。「はじめに」ということで、なぜ使用料・手数料の見直しを行うのか

ということを書かせていただいております。 

 続いて、２ページでは、基本的な考え方について載せてございます。１つ目の受益者負担の原則で

ございますが、例えば住民票の写しを交付する場合など、特定の方に対する行政サービスにかかる費

用につきましては、受益者の応分の費用を負担してもらうという考え方でございます。仮に受益者が

費用を負担しない場合には、市民の税金で費用を負担することとなり、受益者以外の市民にとっては

費用を負担するだけで利益を享受できないという不公正が生じることとなります。また、市全体で考

えますと、他の行政サービスに使えるお金が減ることとなります。 

 (2)は算定方法の明確化です。受益者に応分の負担を求めるには、その行政サービスを提供するた

めにどのくらいの経費がかかり、受益者にどの程度の負担を求めるのかを明らかにする必要がござい

ます。そこで、原価と受益者負担割合に基づく統一的な料金の算出方法を定めることといたしました。 

 (3)は経費節減・サービス向上の取り組みです。効率的にサービスを提供することができれば原価
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が減ることになりますので、受益者に負担していただく料金も安くなることとなります。したがいま

して、そうした経費節減の努力は引き続き行っていくことを記述しております。 

 (4)は定期的・継続的な見直しの実施です。４年に一度、つまり誰が市長になっても任期中に一度

は見直しを行ってまいります。 

 続いて、３ページには使用料・手数料の定義を書かせていただいております。 

 ４ページをごらんください。見直しの対象とする使用料・手数料についてです。原則として全ての

使用料・手数料を見直しの対象としておりますが、原価計算に基づく料金設定を行うことが適切でな

いと考えられるものにつきましては、別の方法により設定を行うという例外規定的なものをここに載

せてございます。 

 ①は、戸籍事務手数料など政令に標準額が定められているものは、その料金といたします。 

 ②道路占用料などは、原価が存在しませんので、別の算定方法により料金を設定いたします。 

 ③下水道使用料は、老朽化した下水道管の更新など、長期的な経営計画に基づき料金を設定いたし

ます。 

 ④東京都の条例に準拠して料金を設定しているものなど、別の基準により料金を定めているものに

ついては、原価計算に基づく設定の対象外としております。 

 続いて、５ページに原価計算方法について載せてございます。 

 (1)につきましては、原価を計算する際には、人件費、物件費、維持補修費、補助費等、それから

公債費については利子分、それに加えて減価償却費を対象として積算するものとしております。 

 (2)案分についてですが、例えば青柳福祉センターはコミュニティ施設の機能と図書分室の機能を

あわせ持つ複合施設となっております。施設全体にかかってきます経費の清掃委託料ですとか電気料

などは、面積によって案分することとしております。 

 (3)施設・事務類型の設定についてですが、原則として、各施設・サービスごとに原価計算を行う

こととしておりますが、例えば国立市内にはコミュニティ施設と呼ばれる貸し部屋機能を持つ施設が

約20カ所ございます。各施設ごとにコストを計算いたしますと、例えば借地の施設などは他の施設に

比べ料金が高くなってしまいます。したがいまして、地域住民のコミュニティーの拠点としての役割

を持つ施設は全て同じという判断から、地域によっても余りに大きい料金差が出てしまうということ

は不公平となります。したがって、こうした施設は施設・類型ごとに原価計算をすることとしており

ます。 

 次に、６ページ、(4)原価計算方法についてでございます。 

 ①は貸し室にかかる原価計算です。１室当たりの年間経費を年間貸し出し可能時間数で割りまして、

１コマ当たりの貸し出し時間を乗じたものを原価としております。貸し出し１単位、１コマ当たり幾

らかかっているかを算出いたします。 

 ②個人利用施設につきましては、体育館の個人利用の時間帯などが該当いたします。こちらは年間

経費を年間利用可能者数で割ることで１人当たりの原価を算出いたします。 

 ③手数料の原価につきましては、１分当たりの人件費に１件当たりの処理時間を乗じたものに１件

当たりの経費をプラスして算出いたします。 

 (5)は例外規定です。例えばその年度だけコストが大きく増減してしまった場合などは、異常値に

引っ張られてその料金が大きく変動してしまうこととなるため、過去数年間の平均値を用いるなど、

合理的な方法で原価計算をすることを規定しております。 



－ 75 － 

 続いて、７ページをごらんください。受益者負担割合についてです。どの程度の負担を受益者に求

めることが適当であるかといったことを規定しております。 

 まず、①使用料についてです。一律に受益者負担割合を決めるのではなく、施設の性質によって受

益者負担割合を決めていくことといたしました。その際、大半の市民が必要とする基礎的な施設か、

あるいは趣味等で一部の方が利用される施設かという選択性の基準と、民間において提供されるなど、

市場の代替性がある施設か否かという市場性の基準で施設を分類することといたしました。 

 続いて、８ページをごらんください。施設ごとの受益者負担割合でございます。縦軸を市場性、横

軸を選択性とした表となっております。 

 まず、右上の受益者負担割合100％につきましては、自転車駐車場を位置づけております。 近で

は民間の自転車駐車場もふえてきていることから、こちらに位置づけております。 

 その下は受益者負担割合75％のグループです。こちらはプール、トレーニング室、テニスコートと

なっております。こちらも国立市内及び近隣に民間事業者の提供する類似のサービスがあるものの、

その供給状況を見ますと自転車駐車場ほどではないとの判断から、１つ下のランクとしております。 

 受益者負担割合50％には野球場、サッカー場、会議室等貸し部屋などが入っております。例えば野

球場などは特定の市民が恩恵を受ける施設であるものの、民間では提供されにくい施設であることか

ら、行政による関与の必要性もある施設として50％としております。 

 左下は誰でも使える施設である道路や公園など、こういったものは受益者負担割合ゼロということ

を概念的に記載したものとなります。 

 ②手数料に関しましては、特定の人のために提供した役務の対価であるという性質から、その受益

者負担割合を100％としております。 

 次に、９ページは料金設定の方法でございます。原価掛ける受益者負担割合で理論上の適正価格を

算出することができます。しかしながら、 終的な料金を決定する際には、他の要素も考慮して、必

要に応じて調整をしております。 

 ①民間事業者や近隣自治体の提供する類似サービスとの均衡でございます。民間事業者で類似のサ

ービスを提供している場合。こういった場合には、民業圧迫にならないよう配慮いたします。また、

近隣自治体との類似サービス等の料金が余りにも乖離をしてしまうような場合にも調整をすることが

できるとしております。 

 ②施設の特性等は、市内に類似の施設が複数ある場合など、立地条件がよく、新しい施設の料金が

安く、立地条件が悪く老朽化した施設の料金が高かった場合には、安くてきれいな施設に利用が集中

することが考えられます。そのような場合には料金を調整することができるとしております。また、

原価計算方法では面積案分をすることとしているため、複合施設の場合、面積の広い部屋の料金が高

くなり、面積の狭い部屋の料金が低くなる傾向にあります。余りにも乖離をしている場合等は調整が

できることとしております。 

 ③料金差による誘導でございます。市民の利用促進、または抑制のため、政策的に料金に差を設け

ることができるというものでございます。市外利用者が多い場合には市外料金を設定することなども

できるようにしております。 

 ④サービス水準の見直しについてです。理論上の適正価格が現行の料金よりも高くなった場合、業

務見直しなどにより原価を下げることで料金を据え置くことや、反対に理論上の適正価格が現行の料

金よりも安くなった場合、もう少しコストをかけることによってサービスを向上することなどを想定
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しております。 

 後、10ページでございますが、料金改定の実施についてです。 

 (1)改定の対象としましては、理論上の適正価格と現行との料金の乖離がおおむね20％以上あるも

のを対象といたしました。 

 (2)料金改定の単位につきましては、利用者の利便性等を考え、改定の単位を切りのよい数字とし

ております。その単位に満たない部分に関しましては切り捨てという措置をしております。 

 (3)は激変緩和措置を規定しております。 

 (4)適切な準備と周知につきましては、事前の準備と周知を徹底し、円滑に改定が実施されるよう

していこうといったことでございます。 

 以上が基本方針（案）の御説明でございます。 

 それでは、実際の改定料金（案）ということで、現在検討中の案を載せておりますので、総務文教

委員会資料№62をごらんください。 

 まず、こちらの見方でございますが、１、改定を行う使用料としまして、まず 初に①総合体育館

の貸し切り使用料を記載しております。こちらの受益者負担割合は、プールが75％、その他が50％で

ございます。 

 見直しに当たっての考え方でございますが、こちらは担当部局がそれぞれこういう考え方で見直し

を行う、あるいは行わないといった理由を記載しております。ここでは、他市平均を勘案し、市内料

金を改定する。市外料金は、市内料金の1.5倍としている関係で、それを維持して改定するとしてお

ります。 

 例えば第一体育室全面・市内の午前の区分では、理論上の適正価格、つまりここでは原価の50％が

１万836円となります。それに対しまして、現行料金が4,800円ですので、乖離率は126％でございま

す。この乖離率が20％以上のものを網かけとしておりまして、今回の見直し対象とするものでござい

ます。その横が改定料金（案）でございまして、今回、5,200円ということで、差額400円の値上げを

案として提示しております。このような見方をしていきます。 

 以降、２ページでは体育館の市外料金や個人利用の料金、３ページでは芸術小ホール、こちらは市

内は据え置きで、市外料金を新設する案でございます。 

 総務文教委員会の所管では、飛びまして17ページをお開きください。改定を行う手数料というとこ

ろになります。まずは市民課関係の住民票等でございます。こちらは、原価計算の結果、乖離があり

ますので100円の値上げを案として出しております。ただし、コンビニ交付に関しましては、政策的

に誘導を図るため、据え置きを予定しております。同じページの下段では、課税課関係の手数料も同

様に改定を予定しております。 

 20ページ以降が今回改定を行わない使用料・手数料となっております。総務文教委員会所管分野で

は、郷土文化館使用料等幾つかを改定を行わないものとして掲載をしております。ここでは改定を行

わない理由につきまして、それぞれ記載をしております。 

 後に、恐れ入りますが、総務文教委員会資料№59を再度御用意願います。 

 裏面の２ページでございます。今後の予定でございます。９月末ごろから10月にかけまして、再度

パブリックコメントを実施いたします。また、10月10日から12日にかけまして市民説明会を予定して

おります。 

 常任委員会での御報告、また、そういったパブリックコメント、市民説明会での御意見を踏まえま
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して、次の12月議会におきまして条例改正（案）を提出させていただき、そこでお認めいただけまし

たら、実際の改定は令和２年、来年の４月を予定しております。 

 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。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。古濱委員。 

○【古濱薫委員】 御説明ありがとうございます。１点、総務文教委員会資料№62の17ページ、改定

を行う手数料。住民基本台帳関係などのコンビニ交付のところ、済みません、これは１万469円が理

論上の適正価格で、見直しが４年に１回と今聞きましたが、前回もこうだったのかというのと、あと、

これはコンビニ交付なので、メンテナンス料は５年ごとにするとかちょっと聞いたことがあるんです

けど、その代金も入っているのかを教えてください。 

○【吉野市民課長】 お答えいたします。コンビニ交付が、まだ制度が始まって間もないところでご

ざいまして、平成29年から始まったものでございます。ですので、まだ５年たっておりませんのでと

いうことがまず１つございます。 

 それから、先ほどおっしゃられたシステムの関係のお話だったと思うんですけれども、こちらも、

今出しましたこの１万469円の中に、コンビニ交付の連携のシステム関係の機器の費用とか、それか

らシステム保守関係の費用なども中に入ってございます。以上です。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。計算方法は、現実に合った方法にのっとってコンビニ交

付も同じにやっているということで理解いたしました。そして、乖離率が5,135％という、なかなか

耳にしない率ですが、今後もこれはこれだけの負担を負ってでもやっていくというお考えかどうかを

お聞かせください。 

○【吉野市民課長】 コンビニ交付に関しましては、確かにマイナンバーカードが前提にありまして、

これを取得されている方がコンビニで交付できるということになっておりますが、マイナンバーカー

ドが、今後いろいろ、例えば保険証の機能ですとか、そういったものがまた今後予定されてございま

す。ですので、今後のことを考えますと、マイナンバーカードの普及に伴ってコンビニ交付もふえて

いくということを我々は期待しているところでございまして、また、窓口のよりきめ細やかな市民サ

ービス、 近は複雑な相談等もございますので、そちらにより時間をかけたいということもございま

すので、単純な証明の発行などはできればコンビニ交付のほうに誘導したいという思いがあって、今

後もこれを引き続き続けていきたいと思っております。以上です。 

○【古濱薫委員】 そのコンビニ交付への誘導を期待している誘導策、具体的な策、この改定しない

料金200円と、お安いと感じる料金のほかには何かありますか。 

○【吉野市民課長】 コンビニ交付以外は、戸籍などは先ほど課長が申し上げたように規定がござい

まして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令というのが別途ございまして、こちらに規定され

ているものに関しましては、市のほうで独自に料金を設定するわけにはいきませんので、そちらは固

定でやらせていただいております。また、個人番号カードの再発行等、こちらも国が定めている個人

番号カードの交付事業費の補助金の算定基準に定めがございますので、こちらのほうも固定で考えて

ございます。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに何かサービスをやっているかということじゃなくて、今の質疑は。じ

ゃ、古濱委員。 

○【古濱薫委員】 具体的にマイナンバーカードへの誘導をどのようにしているか、ほかに策があっ

たかという質疑でしたが、まあ、結構です。 後に１個だけ。 
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○【遠藤直弘委員長】 大丈夫。私、聞きたかった。 

○【古濱薫委員】 じゃ、お願いします。具体的にマイナンバーカードを普及させるための策をお願

いします。 

○【吉野市民課長】 いろいろなＰＲをさせていただいてございまして、まずは市報、ホームページ、

立て看とか、それから、国のほうからいろいろグッズが届いておりまして、それを配ったりとか、そ

ういったものがございます。それからあとは、マイナンバーカードの無料撮影というのを期間限定で

年に何回かやらせていただいておりまして、そちらが、ホームページや市報に載せた後に、かなり急

激にそれをお願いしますという方がいらっしゃっておりまして、かなり効果が上がっていると私ども

は感じております。以上です。 

○【古濱薫委員】 １つだけ。ありがとうございます。そういった努力ですとか誘導を市の方がして

くださって、5,135％というこの乖離率を背負って、これから見通しでは何年後とか、負担をどれく

らいしていけば取り返せるとお考えですか。 

○【吉野市民課長】 済みません、そこら辺の推計は、今のところはしておりませんが、平成29年、

30年で大体1,000件ずつぐらいふえておりまして、今後、そのふえがそのまま継続するかどうかはわ

からないんですが、先ほど申し上げたように、保険証の機能が載っかったりとか、いろいろ今後ふえ

ていく可能性は十分ありますし、またＰＲも積極的にやっていきたいと思いますので、我々のほうと

しては倍増というような形で期待をしております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 総務文教委員会資料№62を見させていただくと、教育委員会が所管する体育館

と芸術小ホールなんですけれども、乖離率が総合体育館も芸術小ホールも、特に芸術小ホールのほう

がそうなのかな、乖離率が高いと思うんですけれども、この乖離率を、そのままこのような形で手数

料を改定しないというのは、理由をもう少し詳しく。改定していったほうがいいのではないかと私は

思ったんですけど。 

○【伊形生涯学習課長】 先ほど基本方針の中で、まず原価計算の考え方を示していただいたと思い

ます。その示された中で、まずは原価計算を一義的に計算したものが、この一番左の理論上の適正価

格というものが出ております。 

 次に、考え方として、先ほどの総務文教委員会資料№61の９ページにございます。こちらに、設定

料金の調整というものがございまして、施設の特性ですとか、そういったものを勘案すること、あと

は他市の状況等を勘案することができるというふうになっております。まず、乖離状況に関しまして

は、結構大きい乖離状況はございましたが、芸術小ホールなどは、他市の状況を鑑みまして、国立市、

決して高い料金にはなっておりませんでした。ただ、乖離率があるため、全く何もせずというわけに

はいかないという部分から、市外料金というものを設定しました。また、ここを２割と設定した理由

としましては、やはり利用者がここで一気に減ってしまっては、正直、利用料を収入としている部分

の施設でございますので、そこの部分にちょっと影響が出てしまうというところから、20％ぐらいの

増加にしております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 芸術小ホールのほうなんですけども、他市と比べてそんなに変わらないという

ことなんですか。 

○【伊形生涯学習課長】 芸術小ホールですけれども、当然他市にもたくさんのホールですとか、そ

ういった施設はございます。中でも、今回は芸術小ホール。例えばホールの部分につきましては、築

年数及び大きさで類似市を決定しております。例えば芸術小ホールのホールの貸し出し部分につきま
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しては、武蔵野市の公会堂ですとか、調布市のグリーンホール、国分寺市のいずみホール、多摩市の

パルテノン多摩ですとか、そういった近いもので計算をしておりまして、その中としては、基本的に

は余り金額に差異がないというふうになっております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 それと、市外料金の新設を行うとなっているんですけども、市外の方がどれぐ

らいいるかというのを大体わかっているんですか。 

○【伊形生涯学習課長】 正直、市外の方全部を把握していくというのは難しいとは思うんですけれ

ども、市外の方自体は、財団の方とお話しした程度では、どこを市外というふうに取るかによって変

わってきてしまうんですけれども、例えば全体のうち半分が市外の方ということであるならば、大体

３割から５割の方が市外の利用という形になるのではないかというふうに話を聞いております。以上

です。 

○【藤江竜三委員】 そんな半数もいるものなんですか。 

○【伊形生涯学習課長】 全体的に、基本的に全部１個ずつ見たわけではないんですけれども、窓口

の受付の際の団体登録の名簿を見たりとか、そういうときには、そういう形であると聞いております。 

○【稗田美菜子委員】 今の御質疑の中で、芸術小ホールについては20％の増というのは、ごめんな

さい、どういう意味の20％の増と。 

○【伊形生涯学習課長】 現行の市内料金に対して、市外料金を20％増という形で設定しております。 

○【稗田美菜子委員】 1.5倍とかというのは違うんですか。それは体育館の話ですか。 

○【伊形生涯学習課長】 体育館はもともと市外料金がございまして、その料金が1.5倍になってお

ります。そこでは差はついております。 

○【稗田美菜子委員】 20％の根拠は、それぐらいだったら減らないんじゃないかということだけで

すか。 

○【伊形生涯学習課長】 そうですね。そのとおりでございます。 

○【稗田美菜子委員】 比較検討していたのが、今、武蔵野公会堂とか、パルテノン多摩とか、いず

みホールということで近隣なんですけど、規模的には比較しているほうが大きい気がするんですけど、

その辺は勘案されたんですか。武蔵野公会堂も、パルテノン多摩も、いずみホールも、確かに近隣市

のものだと思います。けど、規模は向こうのほうが大きいと思うんですけど。 

○【伊形生涯学習課長】 今、説明が不足して申しわけありません。例えばホールだけに特化した場

合です。全体的な規模はもちろん違いますけれども、貸し部屋のホール機能等を特化して、その広さ

の部分だけで見ていったときに、同じスペースがあったので、そこの料金を参考にしたという説明で

ございます。失礼しました。 

○【稗田美菜子委員】 はい、その点についてはわかりました。 

 あともう一点お伺いしたんですけど、使用料・手数料の見直しに関する基本方針（案）の中の一番

後の10ページの中に、行数で言ったら５行目かな、下から３行目。理論上の適正対価と現行の料金

を比較して、おおむね20％以上の乖離が生じているものを改定の対象とします。この20％以上の乖離

が生じているものを対象とした、この20％の根拠は何ですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これも、どのあたりに線を引くかというところを、かなり議論をいたしま

した。例えばそれが30％なのか、50％なのかというところで、20％にしたというのは、やはり影響の

度合いをどこまで見るかというところでして、明確な根拠はと言われるとなかなか難しいんですけれ

ども、２割ぐらいあるのであれば、一定程度は差を詰めていく必要があろうという判断を検討会の中
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でしたということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 実際にこうやって並べてみると、20％の線引きよりも、もうちょっと高いと

ころの線引きでもよかったのかなと。数字だけですよ、乖離率を見ると。20％まで下げなくても、大

分改定しているのは。逆に言うと、20％のところまで考えると、ほかの勘案事項によって改定しない

とかということが起きているように見えるんですけど、その辺は、今こうやって見てみたときにどん

なふうになっているのか。 

○【黒澤政策経営課長】 御指摘のとおり、まず先に20％という線を引いてから原価計算をしており

ますので、結果としてそうなっていると思います。ただ、結局、他の理由でというところは、今回初

めてこういった大幅な全面改定をしようというときに、なるべく市民生活に対する影響を抑えたいと

いう気持ちがございまして、ですから、かなり乖離があるものについても値上げ幅については小幅に

抑えていると、そのようなことがございます。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。市民生活について考えたということですけども、全体

で上げたのと下げたので、トータルだとどれぐらい上がるんですか、どれぐらい下がるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これ、全体で収支ということになりますけれども、今 終的に詳細な計算

をしておりますが、他の所管委員会のところで、大きく上がるものと大きく下がるものがありまして、

差し引きすると三、四千万ぐらいプラスになるんじゃないかと見ております。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。 終的には大きく上がるところと下がるところがあっ

て、三、四千万ぐらいプラスになるといったことで、全体としては値上げになっていくということで

はあると思うんですが、いろいろと市民生活としても勘案した中で、20％というのを定めたというこ

とではあると思うんですけども、今これは案の状態だと思うので、もう１回精査していただいてもい

いのかなと思います。その20％の根拠というのが、今のだけでは納得いかないとは言わないんですけ

ど、20％先にある程度見えなきゃいけないから線を引いたということは非常によくわかりますし、私

自身も学習塾の中のいろいろと携わる中で、まず線を引いてみてとか、まず試しに何％ということを

やってみますのでそれは非常によくわかるんですけども、そういった中で、 終的に見直したときに、

こうやって見てみると、もうちょっとラインを変えたほうがいいんじゃないかということは当然ある

と思うんです。それは全体の会議の中でもう１回共有していただいて、本当にこの20％が妥当なのか

どうかとか、再検討というか、もう１回考えていただきたいと思うんです。その辺はいかがでしょう

か。 

○【黒澤政策経営課長】 そのときの議論で、他市が同様に方針を決めている中で、どれぐらいやっ

ているのかということと、この間ずうっと国立市はやってこなかったというところから、そういった

ことで 終的に２割にしたんですが、いただいた御意見をもとに、再度検討委員会を開きますので、

また議論をしてまいりたいと思います。 

○【小口俊明委員】 総務文教委員会資料№61の使用料・手数料の見直しに関する基本方針（案）と

いう中で、ページで言うと６ページです。原価計算の方法というところで、類型として①から②、③

とあります。 

 ①を見てみると、貸し室等ということです。この計算の仕方、数式が出ています。原価イコールと

なっていて、１室当たりの年間経費ということです。これは先ほど来の説明の中で、いわゆるその施

設全体の年間の経費というものがあって、これを、部屋ということでは、その部屋の面積割でしょう

か、それによって根拠にしようと、計算のベースにしよう、そういうことのようでした。先ほどそう
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いう趣旨の説明もありました。そのときに、まずその施設全体の経費が必要というか、計算としても

とになるんだろうと思うわけです。 

 そうすると、ページをさかのぼって５ページ、１ページ前のところ、原価計算方法という大きな３

番のところに説明書きがあります。この中で、(1)に表が出ています。人件費、物件費、維持補修費、

補助費等、また公債費（利子分）、減価償却費、こういう費目があるんだろうと思うわけです。おお

むね１つの施設全体の経費というふうに考えると、恐らくこの人件費から始まって減価償却費まであ

るんだろうなと。これのトータルの積算が数字として出てくるのかなと思います。 

 ところが、個々に公共施設を見ていくと、また貸し室ということからすると、コミュニティ施設と

か、防災センターとかいろいろ、そこを含まれてくる。これも検討の範囲に入っているということに

なると、そういった施設は常設というか、常任の常に詰めている市職員がいない施設もあったりする

と、人件費はどうなんだろうなという、施設ごとにいろいろあるのかなと思ったところです。その辺

の状況を踏まえて、施設ごとにどの費目がどうだという中で、ここに詳細に原価計算はしていると確

認をしたいところなんです。その辺の事情、また状況について、計算の経過について御報告を願いた

いと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 集会所、コミュニティ施設につきましては、指定管理者制度を導入してお

ります。ですから、そういったものを踏まえておりまして、人件費に関しましては、正規職員、要す

るに市の職員が集会所関係の仕事をどの程度やっているかというところで、理論上案分して、0.1と

いうところで職員人件費については入れております。ですから、１人の職員が、その人１人分の仕事

の中で、集会所の管理に当たる仕事量が大体１割ぐらいだというところで算入をしているのと、その

ほかに経費として指定管理料等が入っていると、そのような考え方となります。 

○【小口俊明委員】 わかりました。コミュニティ施設の場合は、そういう考え方で計算をしている

ということでした。 

 一方、例えば体育館のように、あれも指定管理者ですから、その人件費という部分は、これは指定

管理料に入っているのかしら。それとも、ここで言っている人件費、これは先ほどのコミュニティ施

設と同じような考え方で、市職員の人件費という項目で入ってくるんですか。体育館なんかの例につ

いて教えてください。 

○【黒澤政策経営課長】 同様の考え方でございます。指定管理につきましても、その指定管理関係

に携わる市の職員もおります。ですから、これは生涯学習課です。その職員がどの程度その仕事に従

事しているのかというところと、指定管理料というものが入っているということになります。 

○【小口俊明委員】 そういう意味合いで全て経費の中には入っているということかと思います。そ

れが、②のところも同様に、ここはちょっと表記が違っていて、①は１室当たりという表記でしたけ

ど、ここは施設にかかる年間経費ということです。そういう表記になっておりますけれども、例えば

この場合、個人利用施設という類型なわけでありまして、そうすると、例としてプールが挙がってい

ます。例えばプールというのは、市民総合体育館の中のプールということが想定されるのかと思うわ

けですけれども、そうするとプールという単体の施設じゃないわけです。総合体育館の中の１つの施

設ということになるわけです。そうすると、体育館全体の年間経費という中でのこのプールというも

の、また、一方では体育館のフロアの使用料というものも発生するということ。あるいは、体育館の

中には会議室のようなものがあったり、いわゆる複合的に機能を持っているわけですけども、例えば

このプールを取り上げて、その施設にかかる年間経費を割り出す方式というか、その考え方について
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説明願いたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 全体にかかってくる経費につきましては面積案分をしております。だから

共通経費ですね。例えば清掃ですとか、そういうのを丸っと委託している場合です。それとか光熱水

費関係、全体にかかるものについては、まず面積案分をいたします。その上で、例えばプールであれ

ばプールに固有にかかってくるものがありますので、そういったものを入れまして、総合体育館の中

のプールの部分の経費を出しております。そういった計算方法となります。 

○【住友珠美委員】 １点質疑なんですけど、今回の総務文教委員会資料№59、使用料・手数料の見

直しについて、以前、使用料・手数料見直しに関する基本方針（素案）の説明会に行ったんですけれ

ども、やっぱり見ていてわからないとかいう御意見とか、どうやって考えていくかというところで、

もっと丁寧に説明をしてほしいというたしか意見があったと思ったんですけれども、今後の予定では、

10月に見直し内容（案）のパブリックコメントをとって市民説明会等の実施をするということですけ

れども、この市民説明会等の実施、大体何回ぐらい行う予定だったんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 市民説明会につきましては３回を予定していまして、おおむね90分程度を

予定しているところでございます。 

○【住友珠美委員】 ちょっと行ったところ、説明会に来てくださっている、周知がどのぐらい進ん

でいるのかというのはわからないんですけれども、人数が本当に少なかったというところを思うと、

何回でもこれは説明したほうが、市民生活にかかわる重要なところですから、市民説明会を小まめに

やっていただきたいなということを１つ要望しておきます。 

 また、今回パブリックコメントをとる見直し内容ですけれども、割と市民に説明しやすいというか、

わかりやすいような内容でのこの案の説明になるんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 まず、市報につきましては、なるべく大きく取って出したいと思っており

ますが、まず紙面の関係上、どの程度それが分けるのかといったことはございます。 

 先の説明会については、基本方針の素案ですので、なかなかその関心というのは低い方が多かった

んじゃないかと思いますが、今回は実際にこの料金をこれぐらいといった周知の仕方をいたしますの

で、先の説明会よりは御関心のある方がふえるのではないかと思っております。 

○【住友珠美委員】 そうですね。関心持っていただくように、周知も徹底していただくよう、よろ

しくお願いいたします。以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)使用料・手数料の見直しについてを終わります。 

 ここで休憩に入ります。 

午後６時４分休憩 

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

午後６時１５分再開 

○【遠藤直弘委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(3) 第５期基本構想第２次基本計画の策定状況について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(3)第５期基本構想第２次基本計画の策定状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【黒澤政策経営課長】 それでは、報告事項(3)第５期基本構想第２次基本計画の策定状況につき

まして、お手元の総務文教委員会資料№63に基づき御報告をさせていただきます。 

 なお、原案の冊子につきましては、８月22日に議員各位に机上配付させていただいておりますので、

本日の資料としては割愛をさせていただいております。 

 (1)経過につきましては、ごらんのとおりでございます。本年４月から副市長をトップといたしま

す企画会議をスタートいたしまして、５つの分科会で議論をしてまいりました。８月に計画原案を集

約し、８月末にタウンミーティングを３カ所で開催をしております。また、現在、パブリックコメン

トを募集しております。 

 (2)原案の位置づけでございます。今回公表いたしました原案につきましては、第１次基本計画の

体系で進捗状況と課題を整理しております。 

 また、ソーシャルインクルージョンの理念をこれまで以上に意識したつくりとしております。 

 (3)今後反映すべき主な検討事項でございます。 

 １つが、人口政策によるさらなるまちの活性化でございます。国立市の人口推移は、現在のところ

はまだ微増傾向が続いておりますが、中長期的に見ますと、どこかで必ず減少してまいります。詳細

な人口推計に関しましては、現在まだ策定をしている途中ですのでお示しできませんが、ここに記載

のとおり、まだまだ人口増のポテンシャルを有していると考えておりますので、基本計画の中で人口

政策について１つ取り上げていきたいと考えております。 

 ２つ目として、「安心・安全なまちづくり」の考え方の整理を行ってまいりたいと思います。現在

の基本構想、基本計画でも重点項目となっておりますが、現在の第１次基本計画の中では、安心・安

全なまちづくりの方向性としまして、地震や災害への対策の充実、犯罪の少ない治安のよいまちづく

り、子供から高齢者まで全ての世代が心安らかに暮らし、まちで生き生きと活動できる安心・安全な

まちづくりという３つを挙げておりますが、もっとさまざまな側面で安心・安全といったものがあろ

うといったことで、さらに検討をしてまいります。 

 ３つ目としまして、施策体系の整理をしてまいります。 

 資料の裏面をごらんください。まず施策としましては、非常に小さい消費生活環境の整備といった

ものがございます。他市では、この分野を施策として持っていないところもあるのですが、こちらに

関しましては、犯罪ということまでは行かないまでも、いわゆる消費者トラブルへの対応が中心でご

ざいまして、防犯の施策と絡めまして統廃合をしてまいりたいと考えております。 

 続いて、現在はコミュニティーの施策に入っております空き家対策に関しまして、さまざまな観点

から検討を加え、より適切な施策へ位置づけることを検討しております。 

 次に、現在、市街地整備の推進ということで、国立駅周辺の整備と富士見台地域の整備が入った施

策、そのほかに単独で南部地域の整備という施策がございます。現在、国立駅周辺整備につきまして

は、かなり進んでまいりましたということがありますので、こちらにつきましても、新たな枠組みで

の統廃合を検討しております。 

 次に、市民連携・市民協働・市民参画の推進という施策がございますが、こちらに関しましては、

展開方向が２つございます。これらを分離いたしまして、それぞれのほかの施策に位置づけることを

検討しております。 

 後に、今後の予定でございます。タウンミーティング及びパブリックコメントでの御意見を踏ま
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えまして、また、さきに述べました今後の検討課題の部分につきまして、ただいま検討を進めており

ます。12月議会には、またその進捗について御報告を予定しております。来年３月になりますが、慣

例で全員協議会で御意見をいただくこととしておりますので、そこでの御意見等をいただきまして、

令和元年度末の計画決定を予定しております。 

 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 １点、この第５期基本構想第２次基本計画です。タウンミーティングを３回行

ってくださったということで、私も３日目に行かせていただいたんですけれども、まず課長に感想を

聞いてみようと思うんですけど、いかがでしたか、そのタウンミーティング。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらのタウンミーティング、３回開催いたしましたが、参加者の方が１

回目に関しましては２名、２回目ゼロでございました。３回目が９名でございます。このゼロという

のは、私も公務員人生18年になりますけれども、かなりの衝撃と反省をいたしました。これについて

は、周知が足りなかったのか、あるいは、さほど市民の方は関心がないのか、ちょっとわかりません

けれども、これについてはかなりショックと反省を受けとめております。ですから、今後、こういっ

たもののあり方については、よりたくさんの方に来ていただけるようなことを考えてまいりたいと思

っております。 

○【住友珠美委員】 はい、ありがとうございます。黒澤課長のいつになくしょぼんとした顔がすご

く印象的だった。確かにゼロというところで、周知だったのかそれとも関心なのかと思うんですけど、

私の意見をちょっと述べさせていただくと、入っていった途端に、横一列に部長さんたちが座ってい

らっしゃって、その前に市長さん、副市長さん、教育長さんがいらっしゃって、何か議会に入ってい

くような感じで、ドキドキしながら入っていった。私でさえもドキドキしながら入っていたんですね。

そんな中、意見を言ってくれ、何でも好きに言ってくれと言われたら、ちょっと言えない雰囲気がす

ごく醸し出されていて、例えば図書館の意見とかが出てきておりました。こういうふうにしてほしい

と。いやいや、しかしというのを部長さんたちがおっしゃってくださるんですけれども、まるで質疑

応答がすごくかたくなっていて、とてもタウンミーティング、市長と語ろうというような感じではな

く、もうちょっとやわらかいほうがもしかしたらよかったのかなという感じもしますし、これは私た

ち市議会でも、どうしたら関心を持っていただくかという、笑い事じゃなくて、大きなことだなとい

うふうに捉えました。ぜひ、その点を考えて、大きな構想ですから、本当にこれはまちの根幹をちゃ

んと決めていく大事なところですから、皆さんにきちんと関心を持ってもらうよう、私も一緒に頑張

りますので、頑張りましょう。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 質疑させていただきます。済みません。住友委員は頑張って、議会も頑張ろ

うと言っているところなので、頑張らなきゃいけないところですけども、住友委員の質疑の中にもあ

りましたが、参加の人数については、多分担当の課長御本人が一番こたえているんじゃないのかなと

いうところではあります。確かに難しい事項ではあるんですけども、大事なところなんです。基本構

想に基づいて２回目の基本計画。これは、行政の中においては、ここに位置づけと書いてありますけ

ども、今後の方向性を示したものであると書いてあります。 

 もうちょっと先に、総務文教委員会資料№63で言えば、施策の体系の整備まで行うと。だから、大

きくとは言わないけれども、マイナーチェンジぐらいのことはしていくわけです。一番大事なのは、

それが職員さんの中にどれだけ浸透するかですよね。これをもとに事業展開をしたり、つくっていく
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わけです。そうすると、現段階で市民へもそうですけれども、市役所の中で、職員さんの中で、どの

程度これが浸透できているのかというのは、どの程度把握されているのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 職員に対する浸透度、どのようにはかるかということはちょっと難しくて、

把握はできておりませんが、企画会議という、まずこのもともとのつくっている企画会議の中には、

部課長職以外にも、いわゆる一般職、係長職以下の人間も２桁ぐらい入っておりまして、そういった

点では、そういう比較的若い職員に対しても、こういったものがあるといったことを１つ広めるきっ

かけにはなっていると考えております。 

 また、今回、おっしゃっているマイナーチェンジを幾つか考えているんですが、そういったことが、

職員の間から、ちょっとこれはこうじゃないか、今こうじゃないかと出てきておりますので、そうい

ったところの問題意識は全庁的に広がっているものと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。全庁的に広がっているのだったら大丈夫なのかなと思

いますけど、例えば、先ほど説明で出ましたけれども、原案の冊子については、資料としては割愛さ

せていただきますといったことで、これは全部読んできたんですけれども、同じ内容が書いてあった

りするわけです。それは、当然達成してないからそういうことであるのは理解するところです。具体

的に言ってしまえば、防災の都市づくりの中の木造住宅や分譲マンション、緊急輸送道路の沿道建築

物等の建築物の耐震化を促進します。これはなかなか難しいんですよね、確かに。特にマンションの

問題だったりすると難しいのもよくわかります。だけど、もう１回ここで同じものを出すというのは、

じゃあ、改めて出すのだったら、どういうふうにしていくのかというのも含めて多分会議で出ている

はずなんです。 

 あるいは、きょうの陳情の中にありましたけども、男女共同参画の中で、女性の管理職がという話

もありましたので、課題認識はすごくしっかりしているけれども、じゃあ、その解決策にこの４年間

どう取り組んできて、その成果がどうであって、だから次の４年間はこう取り組まなきゃいけないん

だよというプロセスが私には見えにくい感じがするんですけども、それはどう共有されているのか、

どう見える化されているのか、お伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これも、まず第一義的には、施策の統括課長というところが、その施策に

関する基本的な、ある種の下書き的なものをしておりまして、それを各企画会議の委員が見て、これ

はこうじゃないな、ああじゃないかといったことをやりまして、それをさらに分科会でもんできてい

るといったプロセスを経ております。その各分科会で、 終的に持ち寄って全体会をしてという議論

の仕組みでございます。ですから、そこがちょっとどう見える化しているのか、あるいは、議員さん

から見て、多々甘い点等がまだまだあろうかと思いますので、さらなる精査を今後してまいりたいと

思っております。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。確かに課長のおっしゃるとおりかもしれませんけども、

分科会制度をしいているということは、分科会のことについてはよくわかっているはずなんですよ、

当然。だって、そこについて一生懸命集中してやっているから。だけど、ほかの分科会のことについ

て、どこまで踏み込んで理解できるかということも大事なわけですよね、政策として進めていくため

には。そこは、今の話だとフィードバッグできてない感じがするんですけど、上から下という感じが

しているんですけど、それはどうなっているんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 意見については、分科会をまたいで募集というか、してはおります。各分

科会の中で、こういう意見がありましたといったようなお披露目程度にとどまっているといったこと
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がございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。専門分野については、確かにこうしていかなきゃいけないと

いうのはそれぞれやっぱりあると思うので出てきやすいと思うんですけども、それを越えてというの

が難しいんです。越えて出てくるのは、問題意識がしっかりしている意見だったりとか、それを解決

しなきゃいけないという意識がはっきりしているもの。むしろ、それを取り上げなきゃいけないし、

それが出てきてない分科会があるんだとすれば、なぜ出てきてないのかということをちゃんと分析し

なきゃいけないと思うんです。 

 こういうのはつくることが大事なんじゃなくて、これがいかに浸透するかですよね。事業として、

どう具現化されるかということですから、プロセスにかかわることはもちろんのこと、それがちゃん

と職員さん一人一人の中ですとんと落ちて、事業化として形にできるというところまでぜひ進めてい

ただきたいということはお願いをしておきます。 

 それともう一点、伺いたいんですけども、これまで多くの議員もいろいろと述べておりますが、Ｓ

ＤＧｓの関係の話を過去に御答弁していただきました。第２次基本計画をやっている中で、関連づけ

られるところはあるんじゃないかとありましたけれども、ＳＤＧｓのＳの字も１つもなくて、やはり

黒澤課長はあんまり好きではないのかなという感想を率直に持ったところなんですが、その辺はどう

なっているのか、お伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 原案につきましては、申しわけありません、ちょっとそのような形ですが、

今後、施策ごとに、どのゴールに関係していくのかといったことを表形式であらわしていったり、そ

れから個別計画ごとに、どのゴールに関係した個別計画があるのかといったことを明示してまいりま

す。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。あとは意見にとどめておきますが、具体的な形はこの

原案で出てきたんだと思います。ここからさらに見直してということはなかなか難しいと思います。

ここにつけ加わってくるのが、展開方向の進捗状況を測定するための指標だったりだとか、具体的な

ところ。あとは施策体系の整理です。先ほど御説明がありました、防犯対策と消費生活環境の整備を

一緒にするとか、コミュニティ活動の促進の中に、空き家の適正管理と活用の推進を入れるとか、あ

るいは市街地整備の中に南部地域の整備を入れるということで、マイナーチェンジしていく中で、一

番 後の基本施策30の中で、市民連携・市民協働・市民参画の推進をばらばらにしていくということ

で説明がありました。これは、ばらばらにしていくというよりも、より具現化していくためには、こ

の形がいいのだろうと。単独で扱っているよりかは、より具体化な施策とともに、あわせたほうがい

いのではないかということで、私自身も理解をしています。 

 そういった中で、繰り返しになりますが、この原案を読めば読むほど、きれいなことは書いてある

わけですよ、確かに。問題意識もあるんだろうし、課題認識もできている。じゃあ、それをどう解決

するかというところの一歩がいつもやっぱり見えなくなっちゃって、指標をつくらなきゃいけないと

いうことに終始している感じがします。むしろ指標は当然あったほうがいいんですけど、それがなく

ても、より具体的な事業に展開できる形でこれを進めていかないと、本当に何の意味もない４年間の、

何となく置いておけばいいよねというものになってしまうと思いますので、それは全庁的にぜひ取り

組んでいただきたいということをお願いしておきます。 

○【古濱薫委員】 第５期基本構想第２次基本計画の御提示をありがとうございます。 

 今、住友委員のほうからもタウンミーティングの実施について言及がありましたので、私も言わな
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いとなと思い、手を挙げました。８月25日に２名、その次がゼロ、９名ということでしたが、８月25

日はたしか職員１人と議員１人が参加だったと思います。その議員が私でございます。職員さんは受

付をなさっていたので全く職員側だったのかなと思いましたら、参加者さんだったんですね。でも、

席に座って対峙したのは私１名だったと記憶しておりますので、であれば職員さんも参加してくださ

ればよかったのになと感じました。たしかずっと後ろにいらっしゃったのでもったいないなと思いま

す。 

 住友委員からもありましたが、こういう市民の声を聞きたいというのであれば、もう黒澤課長が形

をどうしたらいいかとこれからお考えかとは思いますが、突然行って、この冊子を渡されて、さあ意

見をくださいと言われても、これは本当に無理な話で、やっぱりこれは隠しておいて、本当にわかり

やすいものを示して、今どんなことに困っていますかとか、こうだったらいいのになとかいうのを引

き出すような形を、本当にここは真剣に、行政の不器用なところだと思います。不得意な分野かもし

れません。お願いしたいです。 

 でも、翌日にツイッターを流してくださって、市長の顔写真の入ったタイムラインが流れてきまし

て、それで参加をしてくださった方もいたというので、本当にそういったメディアの使いようという

のは、これは使わない手はありませんから、使い方次第だと思います。ぜひ、声が欲しいのであれば、

そのような動きをしていただきたいと思います。 

 １つ、これは中身まで入ってもいいんですか。女性と男性、及び多様な性の平等参画社会の実現に

おいて、今回、この中にはパートナーシップ条例の策定の考えは載っていませんが、この先ございま

せんか。 

○【吉田市長室長】 パートナーシップに関しましては、今年度、現段階では、広い意味で検討は今

しているところでございますので、実際には、かなり具体的な事業ではあるので、今回の計画の中に

はのせてはおりませんけども、大きな意味での多様な性に関する支援という意味では、実行していく

というような考えの中で、今現在、検討しているところです。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。戻りまして、でもタウンミーティングでは、本当に１対

20か30ぐらいで話ができ、市長とさしという感じでしたが、楽しい時間でございました。ありがとう

ございました。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(3)第５期基本構想第２次基本計画の策定状況についてを終わります。 

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

 報告事項(4) (仮称)国立市行財政改革プランの策定状況について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(4)(仮称）国立市行財政改革プランの策定状況についてに入ります。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 それでは、報告事項(4)(仮称)国立市行財政改革プランの策定状況につき

まして、お手元の総務文教委員会資料№51、(仮称)国立市行財政改革プラン(骨子案)に基づき御報告

をさせていただきます。 

 （仮称）国立市行財政改革プランにつきましては、さきの６月議会で策定方針につきまして御報告

申し上げ、現在お示ししております骨子案を取りまとめたところでございます。 

 １は策定背景でございまして、６月議会でも御報告した内容を記載しております。 
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 ２は、これまでの取り組みといたしまして、ここ５年ほどの取り組みを記載しております。 

 ２ページへお移りください。３の計画期間は、これまで御報告しておりますとおり、第２次基本計

画と同様の期間としております。 

 続いて、行財政改革プランの理念といたしまして、行政改革と財政改革の両面について記載をして

おります。 

 ３ページへお移りください。取り組み方針といたしまして、４つの柱を立てております。１つ目が

市民ニーズに即した実行力ある行政運営でございます。日々変化する社会に対応した施策を、限られ

た財源と人員で行うために、選択と集中を行ってまいります。そのために、既存事業の見直しややり

方の工夫等を行いながら市民サービスを向上してまいります。 

 具体例といたしましては、事業のスクラップ・アンド・ビルドや、近隣市との連携による市民サー

ビスの向上、またタウンミーティングにつきまして積極的に行い、市民の皆様からの御意見やニーズ

の把握に努めていくほか、ＩＣＴ化による市民の利便性向上、具体的にはオンライン手続の推進など

を検討してまいります。 

 ２つ目としまして、持続可能な財政運営の推進ということで、安定した財政基盤を引き続き確保し

てまいりたいと考えております。 

 具体例としましては、公共施設マネジメントの推進や、さきに御報告いたしました使用料・手数料

の見直しなど、補助金、その他各種の定期的な見直しを行ってまいります。また、国民健康保険特別

会計など各特別会計、来年度からは下水道事業特別会計が企業会計方式に変更となりますが、こうい

ったものの健全運営を行ってまいります。また、自主財源の確保にも努めてまいります。 

 ３つ目としまして、民間活力の導入でございます。これからの少子高齢・人口減少社会は、行政だ

けの力では乗り切れません。民間との連携や民間に任せていくことも、また、ともに協働していくこ

とが重要な時代であると考えております。 

 そのため、効果的なアウトソーシングを推進していくほか、外郭団体、くにたち文化・スポーツ振

興財団であったり、社会福祉協議会であったり、ここで立ち上がりますくにたち子どもの夢・未来事

業団を有効に活用してまいります。 

 後に、市役所内部の改革による組織力の向上です。国立市は他市に比べて職員定数や時間外勤務

時間数が多いといった課題があることから、現在その削減に向けて取り組んでおりますが、継続して

取り組みを進めてまいります。また、働き方改革、人材育成を進め、現在、各企業や自治体で検討が

進んでおりますＲＰＡやＡＩについても導入を検討してまいります。さらに、意識改革や組織文化を

改善し、誰もが働きやすい職場環境をつくるとともに、職員の能力を高めてまいります。 

 以上が取り組みの柱となります。 

 後に、今後の予定でございますが、現在お示ししておりますのが骨子、骨組みでございます。現

在、基本計画と同様の機関でパブリックコメントを実施しております。10月末ごろでございますが、

現在行っております業務プロセス診断の中間報告も出てくる予定でございますので、そちらを踏まえ

たより具体的な案をお示しし、再度説明会とパブリックコメントの実施を予定しております。そこで

の御意見を踏まえ、年末ごろになりますか、原案を作成、公表し、年度末の計画決定を予定しており

ます。 

 したがいまして、本件に関しましては、12月議会、３月議会でも継続して御報告申し上げます。 

 御報告は以上となります。よろしくお願い申し上げます。 
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○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 簡単にお伺いいたします。行財政改革といったことで、財政改革と行政改革

と２ページのところで２つに分けて書いてくださっているんですけども、これから先、人口が減って

いって、市歳入が市民税に頼っているということを考えると、なかなかこれから先が大変だというこ

とはよくわかっていて、だからこそ歳出抑制を図り、業務の見直しとか改革に取り組むことが必要で

すと書いてありますけども、基本計画では、健全な持続可能な財政運営については、基本的に自立性

の高い財政運営は一生懸命やっていくということになっていますけども、それを定めたのが平成25年、

2013年のときだったと思います。あれから時間がたってみて、これから先の見通しも考えると、本当

にこれから先ずっと自立性の高い財政運営だけでやっていけるのか。そうすることによって民営化が

進んでいったりだとか、そういうことになってきますよね。その辺はどんなふうにお考えなのか、お

伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 ここにも民間活力の導入といったことで載せておりますけれども、これは

必ずやっていかなければ早晩立ち行かなくなると考えています。私ども、少なくとも財政担当におい

ては、今後の財政見通しについてはかなり危機感を持っているところでございますので、ここについ

ては必ずやってまいりたいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 それはよくわかります。済みません、質疑の仕方がおかしかったのかな。民

間活力の導入というのはよくわかるんです。だから、ここから先、この方向だけで行くのか、例えば

臨財債借りたほうがいいよねとか、そういう方向も考えて言っているのか。基本的には、自立した財

政運営をやっていくというほうが大まかわかります。だから頼っていかないと。臨財債に頼るという

ことを第一義的に持ってこないということはよくわかるんですけども、でも、それだけでやっていく

と、全部を民営化していったりとか、そういうふうに方向を広げていかない限り、やっぱりやってい

けなくなるわけです。だって市財政が減っていくわけだから。そうすると、今とりあえず掲げている

基本計画の中では確かにそうですけれども、今後ずうっとその方法で行くのか、それとも、基本構想

を考えた段階で、あそこから時間がたってみて、現状を踏まえて見ると、それもあるけど、そうじゃ

ない選択肢もというところに来ているのか、どの程度財政として認識しているのかということを伺い

たいんです。 

○【黒澤政策経営課長】 まず、自立性ということで申し上げますと、今おっしゃった臨財債につき

ましては、地方交付税の普通交付税の交付団体でなければ借りることができませんので、ですから、

そこを私たちが目指す、目指さない、借りたい、借りたくないということでなく、結果として国が算

定に基づいてそうなるということでありますので、そこをどうこうということではまず１つないとい

うことがございます。 

 この４年間の振り返りを踏まえて、先ほどの基本計画のお話になりますと、人口政策といったもの

を今後トピックとしてやっていきたいというお話を申し上げました。つまり、人口が減っていくと税

収が減っていくといったことは明らかでございますので、これまではそれほど国立市は人口政策とい

ったものをやってこなかったといったことがあります。過去には、 大８万人と逆にふたをかけてい

たぐらいですので、第１期の基本構想でも特段人口については大きく伸びてくることはいたしており

ません。 

 ただし、今、委員さんがおっしゃったような、この４年間たってみて、今後はある程度の人口はや

はり必要だろうと。つまり人口と税収です。そこをリンクさせていくためには、ある程度の人口をふ
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やしていくような政策を考えていなければならないといったことで、第２次基本計画でそのようなこ

とをトピックとして掲げたいと思っております。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。ごめんなさい、質疑の仕方が確かにそうですね。私がまずか

ったんですけども、人口政策をしっかりとっていかないといけないということはわかりました。じゃ、

例えば交付団体になりましたってなった段階、去年も一旦なったんですよね、たしか。一時期なった

んです。ぎりぎりのところ。だから、国立市みたいなところが一番しんどいわけですよ、結局のとこ

ろ。それを続けていくことが本当にいいことなのか、それとも、例えば交付団体になって、そこで施

策展開をして進めていくことがいいことなのか、そういうことも含めて全体を検討したのかどうかを

お伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 先ほどから申し上げていますように、結局、普通交付税がもらえるかもら

えないかというのは、その年の基準財政収入額と基準財政需要額の算定になりまして、そもそも交付

税という制度自体が、全国の自治体の積み上げでなっているものではなくて、まず予算があります。

交付税全体の予算の配分になります。総務省が考える理論的な配分の仕方がその基準財政需要額と収

入額というところになっておりますので、そこについて、国立市がどこを目指していくのかといった

ことが、いわゆる作為的にできないような仕組みです。 

 一方で、今議員さんがおっしゃられた、まさにそのとおりで、国立市がぎりぎりの自治体というの

は、一番つらいところにおります。本来であれば、より税収その他歳出削減等もあって、余裕財源を

生み出していくこと、例えば経常収支率がもっと下がればより多く政策的なことができるわけですか

ら、そういった方向性を目指していく必要が絶対にあります。そのためには、やはり税収をふやして

いくことと歳出抑制の両面を、結局この先もそこについてはやっていかなければならないということ

を考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。 後に１点だけお伺いしたいんですけども、これが今骨子で

すよね。年末までに原案がまとまって、年度末には条例として出してくるということ。ごめんなさい、

スケジュールがちょっと聞こえなかったんですけど、どういうスケジュールで行くのかお伺いします。 

○【黒澤政策経営課長】 これは条例事項ではありませんので、この先も段階を追って、何とか案み

たいな形になると思いますが、御報告をさせていただき、 終的には庁内の決裁行為で決定をしてま

いります。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。 

○【住友珠美委員】 ちょっと単刀直入にお伺いいたしますけれども、業務の民間委託で、民営化を

進めていくということですし、ＩＣＴの活用ということを考えますと、これ、読んでいますと、職員

さんを削減していく方向で考えているということなんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは、これまでも課題として申し上げておりますが、国立市は他市に比

べまして職員の比率が高いという、これは１つ課題としてありましたので、そこについては、かねて

より御報告しておりますとおり、10年で40人程度削減したいということは思っております。その上で、

民間に任せることは民間にやっていただきます。もちろん外郭団体も含めて。そこで出てきた余剰の

人員を使いまして、さらなる市民サービスの向上、例えば相談員とか、そういったところを手厚くす

るとか、あるいは、先にいろいろと話が出ておりましたけれども、女性職員のことを考えますと、や

はり育休、産休に入ったときに、代替職員がいないということが、やっぱりある種の引け目を感じて

しまうといったことがありますので、そういったところにも余剰人員がいれば必ず正職員が来ると。
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そういったことによりまして、男性も女性もさらに育休が取りやすくなるはずです。自分がいなくな

っても、誰かかわりは必ず正職で来るわけですから。そういった仕組みを持っている自治体もどうや

らあるようでございますので、そのようなことも、まずは人員を生み出さなければいけません。単純

にどんどんふやしていくだけでは人件費がふえていくだけですので、ですから、その人員を生み出す

ためには、民間に任せられるものは任していくと、そのような考え方でございます。 

○【住友珠美委員】 はい、ありがとうございます。 

 それともう１つなんですけど、４ページで、組織力の向上の中に、意識改革と組織文化改善のため

の徹底した内部研修とありますけど、意識改革、これを読んだだけではちょっとわかりづらいんです

けど、どのようなことを考えているんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これはさまざまありまして、いわゆるお役所文化的なことが１つ挙げられ

ます。役所の常識、非常識とか言われますけれども、まず、そういった個々の持つ意識、お役所文化

的なところ、あるいは他市に比べて、例えば国立市特有の文化というのもあるのかもしれません。そ

ういったものを、さまざま廃止することによりまして、よりよい環境づくりをまずつくっていきたい

と思っております。 

 ただ、具体的なものがこれだとかあれだというのはちょっと今申し上げられないんですけれども、

今、全職員に対して、行革をやるに当たって、アイデア出しといったものを実は匿名でもいいから出

してくれと言って出してもらいましたら、ちょっと今ここでは申し上げられませんけれども、さまざ

まあるよね、こういうちょっと無駄なものみたいなのはあるんです。そういったものとかを何とか廃

止して、働きやすい環境づくり等をつくっていく、そのような意味合いでございます。 

○【住友珠美委員】 はい、ありがとうございます。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○【遠藤直弘委員長】 なければ、報告事項(4)(仮称)国立市行財政改革プランの策定状況について

を終わります。 

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

 報告事項(5) 平成30年度国立市教育委員会活動の点検・評価報告書について 

○【遠藤直弘委員長】 続きまして、報告事項(5)平成30年度国立市教育委員会活動の点検・評価報

告書についてに入ります。 

 当局より報告を願います。教育総務課長。 

○【高橋教育総務課長】 それでは、報告事項の(5)平成30年度国立市教育委員会活動の点検・評価

報告書について、総務文教委員会資料№52により御報告申し上げます。 

 この教育委員会活動の点検・評価報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規

定に基づき作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務づけられたものとなっております。 

 主な記載につきまして、お手元の報告書により説明いたします。表紙を２枚おめくりいただき、右

側のページをごらんください。この点検・評価報告書では、教育委員会における各取り組みを２つの

基準で評価しております。 

 １つは、項目の４番に記載がございます年度開始時点においての取り組み水準です。年度開始時点

において取り組みが求める数字に達している、あるいは一定の成果が上がっている取り組みについて

(1)水準に達していない、または成果が十分ではない取り組みを(2)としております。 
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 また、各取り組みの平成30年度の評価指標については、ＡからＤの４段階を設定しております。水

準に達している取り組みについて、前年に引き続いて水準を上回り、一定の成果があった場合、水準

に達していない取り組みについては、取り組みの進展があった場合等をＢ評価とし、さらに大きな成

果があったものをＡ評価、新たな課題の発生や成果が現状維持にとどまった場合をＣ評価、水準を下

回る、あるいは取り組みの後退があった場合をＤ評価としております。 

 点検・評価報告書を後ろから１枚おめくりください。左のページをごらんください。各取り組みの

平成30年度の評価につきまして、直近の３カ年の評価とあわせ、一覧で記載しております。第一章、

教育委員会活動から、第六章、図書館活動の取り組み、そしてここには記載はございませんが、第七

章、点検・評価に関する意見についてまでの構成については、平成29年度と同様となっております。 

 平成30年度は、平成29年度との比較で、第四章、Ⅱ文化財保存の取り組み、及び第五章、Ⅱ主催学

習事業・会場等使用事業の取り組みの２項目においてＡ評価がＢ評価となり、第二章、Ⅰ学校教育内

容の質的向上に向けた取り組みにおいてＢ評価がＣ評価となっております。一方で、第二章、Ⅳ教育

課題への取り組みにおいてＢ評価だったものがＡ評価となっており、その他の項目については前年と

変更がありませんでした。 

 また、(1)、(2)で表記する年度開始時点の各取り組みの水準は、全取り組みにおいて変更がなかっ

た旨、記載しております。Ｂ評価からＣ評価となった項目がある点は懸念がありますが、その他の取

り組みはＢ以上の評価となっていることや、Ａ評価となっている教育課題への取り組み、及び平成29

年度から引き続きＡ評価となった社会教育推進の取り組みにおいては大きな成果を上げることができ

たことから、教育委員会活動全体としてはおおむね良好であったと考えております。 

 それでは、評価に変動があった取り組みを中心に、各事業について、平成30年度の主な内容を御説

明いたします。 

 ６ページをお開きください。第一章では、教育委員会活動について、定例会や総合教育会議の開催

状況、教育委員の研修活動等について記載しております。 

 21ページをお開きください。こちらから、第二章は学校教育活動の取り組みです。 

 Ｂ評価からＣ評価となった学校教育内容の質的向上に向けた取り組みですが、22ページ、項目の２、

特別支援教育、教育相談等の充実の(2)として、平成30年度は小学校全校で特別支援教室(はばたき)

を開室いたしました。また、(3)として、令和元年度に中学校全校で特別支援教室を開室するべく、

特別支援教室検討委員会を開催しております。ほかにも人権教育の推進、教員研修の充実、児童・生

徒の学力・体力の向上の取り組み、家庭と子供の支援員の配置など学校支援体制の充実を図っており、

児童・生徒の学力・体力については取り組みの成果が上がっているものの、不登校、いじめの対応等

においては課題が増加していることを踏まえ、評価をＣとしているところです。 

 36ページをお開きください。教育課題への取り組みですが、右ページの現状・実施状況の１、(1)

及び(2)として、小中学校のＩＣＴ環境の整備についての実施状況を記載しております。また、ペー

ジ下方、項目の３番、働き方改革の推進において、さまざまな取り組みの結果、在校時間が60時間を

超える教員の割合を大きく下げることができました。これらの取り組みで大きな成果が上がったと考

え、評価はＡとしております。 

 １枚おめくりいただきまして、39ページをお開きください。学校施設環境整備の取り組みの現状・

実施状況として、１及び２に記載のあります校舎の非構造部材耐震化対策及びトイレ便器の洋式化に

つきましては、平成29年度に引き続き取り組みを進めております。 



－ 93 － 

 非構造部材の耐震化対策につきましては、平成30年度おいて２カ年工事である第六小学校の１期工

事を完了しております。また、トイレ便器の洋式化については、小学校４校、中学校１校のトイレの

洋式化を進めました。 

 また１枚おめくりいただきまして、40ページの４、学校建てかえに向けた取り組みですが、国立第

二小学校改築マスタープラン連絡協議会を計10回開催し、マスタープランの策定に向けた取り組みを

行いました。 

 42ページからの第三章は学校給食の取り組みです。 

 43ページ下段からの安全な学校給食の提供への取り組み、ページをおめくりいただいて45ページの

一番下のところ、５番の施設・設備の取り組みについて、46ページに新給食センターの用地確保を行

ったこと。ＰＦＩ導入可能性調査を実施し、新学校給食センター整備事業方針（案）を策定したこと

について記載しております。 

 49ページからの第四章は、生涯学習活動の取り組みです。社会教育推進の取り組みのうち、現状・

実施状況の項目１、生涯学習振興・推進計画、及び50ページの項目４、(仮称)国立市文化芸術推進基

本計画の策定についてですが、両計画とも平成30年度に計画案を策定、パブリックコメントの実施と

総務文教委員会へ報告を行った旨、記載しております。これらは令和元年５月に策定をいたしており

ます。生涯学習及び文化芸術の分野における核となる２つの計画について策定が進んだこと。 

 51ページに記載のある、設置後初となる古民家のカヤぶき屋根の全面ふきかえ工事など、取り組み

が大きく進展したと考え、評価を前年に引き続きＡとしております。 

 53ページからの文化財保存の取り組みでは、平成29年度は緑川東遺跡から出土した石棒が国重要文

化財としての指定を受けるなど、特に大きな成果があったためＡ評価としておりました。平成30年度

も神農坐像及び厨子等の市登録有形民俗文化財の指定や、本田家住宅の保存に関して登録有形文化財

（建造物）本田家住宅保存活用計画の策定など、引き続き水準を上回る一定の成果があったものとし

て評価をＢとしております。 

 59ページからの第五章は公民館活動の取り組みです。 

 次の60ページをお開きください。主催学習事業・会場等使用事業の取り組み。現状・実施状況の３

として、29年度から実施している若者支援事業「ラボ☆くにスタ」の継続や、ＮＨＫ学園、一橋大学

といった市内高等教育機関と相互に連携した事業を展開するなど、Ａ評価であった29年度から引き続

いて一定の成果があったと考え、Ｂ評価としております。 

 68ページからの第六章は図書館活動の取り組みです。右側69ページをごらんください。図書館運営

の取り組みの項目の１の中段、新たに日野市と図書館相互利用協定を締結した旨、記載しております。 

 また、71ページにございますように、児童サービス事業の充実を図るなど、着実に取り組みを進め

ているところです。 

 75ページからの第七章では、学識経験者による点検・評価に関する御意見を掲載しております。東

京女子体育大学教授の早瀬健介先生、東京学芸大学副学長の松田恵示先生、創価大学教職大学院准教

授の渡辺秀貴先生の３名の方よりいただいております。 

 教育委員会といたしましては、本報告書中の今後の課題、取り組みなどの内容を踏まえ、国立市の

教育のより一層の向上のため、引き続き取り組みを進めてまいります。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。藤江委員。 
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○【藤江竜三委員】 まず１点目、伺いたいと思います。38ページ、学校ＩＣＴ教育環境の充実とい

うところなんですけども、充実させていただいているというふうには感じるんですけど、結局、使っ

ているか使ってないのかというところが一番大事なところで、家にダンベルが５個ありますという状

態にして、いいダンベルだなと眺めてもしょうがなくて、結局それを使ってトレーニングができて、

子供たちの能力が向上しているかというところが一番大事だと思うんですけど、その辺をはかる指標

というか、そういったところができているのかというのはどのようにお考えなんでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 学校のＩＣＴ教育環境については、徐々に向上してきていると思うんです

けれども、実際に使っているかどうかというところの指標というものは、これは毎回毎回しっかりと

確認しているわけではないんですけれども、年に一度、文部科学省のほうから情報化の調査というの

が来ておりまして、その中で、児童生徒がどの程度ＩＣＴを活用することができているか、それから

教員がどの程度使いこなすことができているかというところを調査することがありまして、それによ

って、ある程度のところを把握しているというような状況でございます。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ある程度のところは把握しているということなんですけど、それはだんだん伸

びているんですか。 

○【荒西指導担当課長】 教員のＩＣＴを活用する能力については、徐々に上がってきているところ

ではあるんですけど、これは教員の入れかえがあるものですから、純粋にその状況が純増で上がって

いくという状況にはならないというのが現状です。 

 子供のＩＣＴを活用する能力については、これも機器とかの状況もあるので、どの程度まで今力が

伸びているかというのは、はっきりとはわからないところがあるんですけれども、今、プログラミン

グ教育を前に、さまざまタブレットを活用する授業もふえてきておりますので、そのタブレット導入

前よりかははっきりとリテラシーのほうも向上してきていると認識しております。 

○【藤江竜三委員】 私は、ぜひこの点もできたら指標で、子供がどれぐらいのことができるように

なったのかというのがわかるようなものがあったほうがいいかと思いますので、どういった指標にな

るかわかりませんけれども、測定できるようにしておいたほうがいいのかなと思います。 

 これからパソコンなりタブレットが１人１台という時代が来るかと思います。そういったときに、

劇的に授業のあり方というのは私は変われるんじゃないのかなと思いますので、そういったときのた

めに対応準備を進めていってほしいと思います。 

 それともう１つ伺っておきたいことがあるんですけども、先日、ＮＨＫで、８月28日クローズアッ

プ現代で、ギフテッドという子供がいるというのが話題になっておりまして、そのギフテッドという

のが、大体ＩＱが130以上の子供たちがいて、そういった子供が一定数の割合いるんですけど、頭が

いいからいいなんていう問題ではなくて、実はそういった子供たちが逆に不登校に日本の教育だとな

りがちで、日本の教育だと、勉強ができ過ぎるとつまらないとか、先に進んでやっていると、先生に

かえって煙たがれるとかいうことがあって、なかなかそういった学習環境がそろっていないというこ

とがあるとクローズアップ現代でやっていました。 

 私も、そういったことというのは、実は結構見過ごされてきているんじゃないのかなと思っていて、

それで国立市のこういう計画とかを見ていると、大体下の子は救うというところはあるんですけど、

上の子に対してさらに才能を伸ばしてあげようとか、授業の中で、勉強ができ過ぎてしまうと退屈す

るということもあると思うんですけど、そういった子が個々の何か課題に打ち込める環境とか、そう

いったことも考える必要があるかと思うんですけど、そういった子供が国立市はまずいるという認識
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はあるのかどうかというところをちょっと伺いたいんですけど。 

○【荒西指導担当課長】 はっきりと何人いますとは言えないんですけれども、やはりそういったお

子さんというのは一定程度はいるというふうに認識しております。 

○【藤江竜三委員】 とりあえず一定程度いるという認識があるというのは本当にいいことだと思い

ます。統計上は大体2.3％。130ＩＱが標準偏差で15だと、たしか2.3％になると、ＩＱが70以下の子

供と多分同じ割合でいるはずではあるんです。ですから、そういった方が2.3％いるということは、

国立市の教育目標の中で、児童生徒一人一人の特性に応じた教育を目指しというふうにあると思いま

す。そうなってくると、そういった子供に対する対策ということであったり、何か学校で学びやすく

なるという取り組みなり工夫というのも一定程度必要かと思うんですけど、そのあたりのお考えとい

うか、今後、何かちょっと対策を打っていこうとか、検討を進めていこうとか、調査・研究はしてみ

たいとか、何かございますでしょうか。 

○【荒西指導担当課長】 そういったお子さんなんですけれども、現状として、特出しで何かその子

たちに特別な何かをするというようなところは、今のところは検討しておりません。ただ、そういっ

たお子さんたち、ふだんの授業の中とか、授業づくりの中で、そういったお子さんたちの能力が生き

るような授業づくりが今逆に求められているような状況がございます。特にわかったとか、できるよ

うになったとかだけじゃなくて、さらにそれをどういうふうに活用していくかという、今深い学びと

いうのも追求していくような授業づくりを求められていますけれども、そういったところを活用して

いくような授業展開というものは、そういったお子さんが活躍できる大きな場であるとは考えており

ます。 

 また、今、中学校でも小学校の算数とかでも習熟度別の指導が行われておりますが、その中でも、

特に進んだクラスについては、とにかく活用能力を発揮できるような授業展開をいつも心がけてつく

るようにしておりますので、まずはそういった一斉指導の場の中で、そういったお子さんたちが活躍

できるような授業づくりを展開していきたいと考えています。 

○【藤江竜三委員】 ぜひとも、そういった取り組みかどうかはわからないんですけど、そういった

才能を潰すというのがこれまで日本の教育と言われている面もありましたので、そういった才能を伸

ばしていけるような形を今後模索していっていただけたらと思います。 

○【古濱薫委員】 報告ありがとうございます。藤江委員の意見に附属しまして、ＩＣＴ環境につい

て私もちょっと質疑いたします。タブレットの導入、パソコン室に据え置きのものが40台今まであっ

た。それから、各クラスに持ち出せるように、さらに40台追加したと聞きました。今特に指標はなく、

国がある程度把握しているという話でしたが、その使い方です。私は、去年まではいろいろＰＴＡ活

動もしていたり、子供の付き添いもあったりして、学校に一番通っていた保護者だと自負しておりま

す。それでも、実はそのタブレットを活用して授業をしたりしているところを見かけたことがほとん

どありません。小学校にしても、中学校にしても。体育の授業で１人の先生が頑張って使っていたん

ですけれども、そういうのを進めていこうと。やっぱり先生のやる気によってしまうのかなというと

ころがあります。 

 体育の授業で、お互いに子供たちがマット運動を撮影し合って、ほら、足が伸びているからうまく

いかないんだよとか言い合って、じゃあ、次はもっとこうしてみようとか、活用していました。あと、

学芸会の演劇の練習で、みんなの劇を撮って、それを見せて、ちょっとここは間があいちゃってたね

と子供に客観的に見せる、すごくいい活用だなと思いました。そういったみんなで使う活用方法もあ



－ 96 － 

りますし、イメージとしては、クラスの中で班に１つずつとかあって、学習発表とかに役立てたりと

かしていく、そういう使い方をこれからするのかなというイメージはありますが、具体的に先生方の

スキルももちろん追いつかないといけませんし、どういった使い方を考えているのかと、それから、

みんなのためにというのもそうですが、中には書字に課題のある子もいます。黒板の板書が追いつか

ない、書くことがもう苦痛である、頭に入ってこないとか、あと、見え方で、紙に書いた教科書の文

字だとすごく読みづらいという子もいます。そういった子には、みんなで使う場面でなくても、その

子が学習しやすいようにタブレットなりを与えて、教員の指導のもと、書くことに頑張らなくても大

丈夫、教科書をめくらなくても学習はできるというような、そういったお考えはありますか。 

○【荒西指導担当課長】 今、教員の活用能力というようなところを問題提起していただきましたけ

れども、実際、新しい学習指導要領になりますと、かなりそういったところで、教科書の中でも動画

とかそういったデジタルなものを活用していくようなつくりに教科書自体がなってきていますので、

これまで以上にそういったものを活用していく授業がふえると考えております。 

 それから、活用の仕方については、個々の学びというよりかは、今は調べ活動とかそういったとこ

ろでの活用が、すごい頻度が多くございます。あとは、タブレットの特性としては、動画が撮れると

いうのは非常に大きな活用のポイントでございますので、そういった動画を活用して、例えば今これ

から入ってくる英語のリスニングとかヒアリング、トークのところです。そちらのほうを活用したり

とか、それから、発表とかそういったところの振り返りなどにも使えると考えております。 

 また、個別の対応としまして、今、特別支援教室や特別支援学級のほうで、音声教科書ということ

で、タブレットを活用したデイジー教科書を導入いたしております。これで、子供が文字を読んでい

くには、非常に内容が理解しにくいところが、耳の音声で内容を理解するというようなことで、読み

の苦手さを克服しながら、しっかりと学びができるような体制は整えております。これは、今後の実

践の中で、より効果的な使い方については研究していく必要はあるんですけれども、今そういった入

口に立って実践を進めているところでございます。以上です。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。やっぱり調べ活動だとか、動画を使って、これは本当に

視覚的な動く映像であったり、三次元だったりですごくわかりやすいところだと思います。中学校の

理科の授業で、フレミングの法則ですとかあります。これがぐるっと変わるともうわからないんです

よね、どっちの方向になるか。こんなのは先生が黒板に書いてやるよりも、アニメーションを１回見

せればもう一目瞭然であったり、あと星の軌道ですとか、恒星がどの星の周りを回っている。その軌

道がどうかとかいうのは、本当にぱっと見せればすぐ済むことなので、じゃんじゃん活用していって

ほしいと思います。 

 そして、今、荒西指導担当課長から音声教科書などの耳から入れるような指導も体制を整えている

とお話を伺って本当に安心しましたし、そういった柔軟な学習の仕方の模索を評価いたします。それ

は特別支援教室で使っているということでしたが、ぜひ教室のほうにも、困っている子は実際におり

ます。そして、学校に通いづらくなっている子たちにも、教室の中じゃないところにいる子たちにも、

積極的にそういったツールを与えてくださいますよう、ぜひこれは強く要望して、お願いいたします。 

○【小口俊明委員】 それでは、報告があった評価を、報告書ということでの中身云々ではなく、報

告書ということでの角度から意見を述べたいと思います。先ほど来、他の委員も触れていたＩＣＴの

ところ、１つ例を挙げて、36ページになりますか、教育課題への取り組みにというところの中にＩＣ

Ｔの関連で提起していました。 
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 その中を見ますと、よく現状の実施状況とか丁寧に報告されていて、全般的に報告書ということの

内容、また充実という意味では評価できるものだと考えているところであります。毎年度、こういっ

た１つの事例も含めていろんな教育の場面における点検、あるいは評価ということがしっかりとなさ

れておりますので、これはしっかりと今後も継続をして、これでさらに毎年毎年、教育の環境、子供

たちに向ける教育の取り組みを充実させていっていただきたいと、このように思うわけであります。

これは全般的な感想であります。 

 その上で、一部こういうふうにしていったらどうかというような思いもあるものですから意見を申

し上げるのですけれども、例えば36ページから始まって、結局この評価という意味では、38ページの

四角のところ、評価指標ということでＡがついているということです。この場面においてはですね。

これが39ページの一番上の段の大きな３、働き方改革の推進という、今後の取り組みというところ、

ここで完結している。その１コーナー、１テーマであると思うわけでありますけれども、これをいわ

ゆるＰＤＣＡに当てはめて見ることもできるのか。そういう意識をされているのかいないのかわかり

ませんけれども、そういうふうにも見てとれるのかなと思いました。 

 その意味では、Ｐに当たるのは目的、目標という部分で、現状・実施状況のところがＤなのかと思

います。そして、この黒い四角で評価が出ているところがＣで、今後の取り組み等についてはＡとい

うところなのかと思いました。そうすると、ＰＤＣＡで一貫して、この連続性があってほしいなとい

うふうにも思います。その意味で、現状とか、あるいは評価とか、この辺はよく書かれているし、こ

この取り組みはよいと思うんですけど、ちょっと弱いなと思うのが、目的、目標のところに当たる、

Ｐというふうに読みかえたときのそのＰ。市教育委員会が、こういうテーマにおいて、あるいはこう

いう課題において、ここを取り組んでいくんだという具体論をここに位置づけていくと、よりはっき

りと誰が見てもわかる形をとることができるかもしれないなというふうに見ました。 

 後にもう一点ですけども、そういう意味で、一貫して記述をしていくのであれば、この目標、３

つ挙がっています。ＩＣＴの活用という１番、服務事故ゼロという２番、そして３番目の働き方改革

のテーマというところです。目標に３つ挙がっているところで、現状と、それから実施状況もこの３

つに沿って報告がありますから、ここは整合していると思ったわけでありますけれども、38ページの

四角の中の評価のところには、実はこれを読んでいきますと、ＩＣＴの活用と、それから働き方改革

に関しての記述までであって、２番目の服務事故ゼロに関するところの記述が、ちょっと不足がある

のかなと見ました。この辺のところをよくよく整合をとりながら作成をされていくと、より的確な報

告書になるのかなという意見を申し上げておきます。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 それでは何点か質疑させていただきます。報告書の中で毎回、１年にこれも

１回なので、ここでしか教育委員会の点検・評価は質疑できないので何点かお伺いしたいんですけれ

ども、30ページに、これは学校教育の質的向上の項目の中の、今後の課題・取り組みというところが

あります。来年から小学校は新学習指導要領に変わって、再来年、令和３年度から中学校のほうが変

わっていくといったことで、アクティブラーニングだったりとか、自分で深く学んでいくという方法

に変わっていくといったことで、先ほど荒西指導担当課長からもありましたように、教科書が変わっ

ていくといったことで、全体的に学校も変わっていくということは理解できるんですが、来年から教

科書ががらりと変わっていく中で、準備をしっかりやってないとなかなか進んでいかないことだと思

います。 

 この課題取り組みの中で、小学校の英語教育については、教員研修も進んで、授業の進み方も定着
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していることから、より各校のＯＪＴの取り組みを充実させと書いてあります。このＯＪＴの取り組

みというのは、どういう意味でＯＪＴを進めていくのかということがまず１点。 

 それから、質的向上を図っていくために、中学校においては、これまで以上に話す技能の向上が図

れるように、中央研修還元研修等の成果をもとに授業改善を進めていきますと書いてありますが、そ

この研修がどういうものかよくわからないんですけど、どう改善していくのか。話すということがや

っぱり日本人にとってはすごく問題だというか、課題になっていて、中学校で３年間あれだけ英語を

勉強して、高校でもしっかり勉強しているにもかかわらず、大抵の人が英語をしゃべれないと言うん

ですね。話せないと。 

 でも、例えばあなた走れますかと言ったら、走れませんと言う人はほとんどいないんです。片言で

あっても、話せるにもかかわらず話せないという意識がすごく日本人は高い。だから、話すというこ

とは本当はすごくハードルが低いことのはずなのに、簡単なはずなのに、なかなかそうできないとい

う意識改革も含めて私は取り組まなきゃいけないのかなと思っているんですけども、どういった授業

改善をされるのか、まず２点お伺いいたします。 

○【荒西指導担当課長】 まず、小学校英語教育のＯＪＴの取り組みですけれども、これは中央研修

の還元研修を英語の中核教員と呼ばれる教員が受けているということと、あと、ここに来て、大学と

連携した必修の研修会等も東京都が実施しておりまして、それに各校の中核となる教員が研修受講生

として参加をしております。この者を中心に、時間をつくって校内研修を行い、実際の外国語活動と

か、５、６年生の教科化に向けた授業実践がなされるように今準備を進め、実践しているところでご

ざいます。 

 それから、中学校の話す授業というところでございますが、一般質問でも教育次長のほうからお話

しさせていただいたとおり、今、原則、英語の授業は英語で行うというような形が求められています。

これによって、授業内容自体が直接会話の機会になっているというような状態をまずつくり出すとい

うことが１つの目標になっています。 

 それから、実際に生徒同士が話す場面もしっかりとつくっていかなければならないということで、

今、黒板に向って授業を受けるだけというところではなくて、歩き回りながら実際に会話をしていく

というような場面をどれだけつくれるかというところも、中学校の授業には今求められているところ

になります。 

 その上で、教員自体も英語の語学力も高めていかなければならないというところで、さまざまな研

修の場が今用意されておりますので、実際に令和３年度に向けて準備を進めていくというような状況

でございます。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。１点目の小学校の英語教育のところについては、中学

教員の方が軸となって進めていくということで、ＡＬＴをふやすとかそういうことじゃなくて、研修

を受けた方が進めていくということで理解はしました。 

 この中核教員というのは各小学校にどの程度の人数がいるのかということがもう１つお伺いしたい

ことと、あと、中学校において会話をすると、私もそうだったと思います。私の時代から。それこそ、

変な話ですけど、ディス・イズ・ア・ペンという日本語英語を話す英語の先生はほとんどいなくて、

ちゃんとしたＡＬＴの先生もいましたし、英語の会話をしっかりする。だけれども、英語話しますか

となったときに、中学校３年間勉強して話せるという達成感を持っている子供がとても低いというこ

とが多分問題なんです。そこをどうクリアするかということを聞きたかったんですけど、もう１度お
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願いいたします。 

○【荒西指導担当課長】 小学校の中核教員については、基本的には各校で１名指名というような形

になります。ただ、経年で何名かその研修を受けた者がいる学校もありますけれども、原則は１名と

いうような形になります。 

 それから、中学校の英語なんですけれども、やはりなかなか会話というのが難しいところであるん

ですけれども、これは経年で見て、これまで小学校で全くやっていなかった中学生が、いきなり中学

校で英語というような形だったわけなんですけれども、今、３、４年生で外国語活動ということで、

まずなれ親しむ、表現するといったところをやりつつ、今後、５、６年生で英語の教科化というよう

なところで、次回、過去も含めたコミュニケーションを重視した授業を行い、その上で、中学校１年

生というところがありますので、その中学校の授業だけで単発で考えるのではなくて、小から中への

接続というところも意識しながら、できる限りそういった日常会話ができるような授業展開をしてい

くというところが目標でございます。なかなか難しいところではあると思いますけれども、これから

チャレンジというようなところかと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 済みません、委員長、もうちょっと簡潔に述べます。 

 そうだと思います。実際のところ、難しいのは正直な話なんですよね、恐らく。今お話しされてい

ましたけども、小学校のときに英語に全く携わらないということも少ないと思います。今どき。私の

時代ですら、英語の歌を歌える友達はいっぱいいましたし、そういうのを学校でやるんですよね、学

校の先生が。各担任の先生が好きだったりして。だから、英語に携わらないということが小学校のと

きに、数少ない方はいらっしゃるかもしれませんけども、基本的には授業でも扱うし、普通の生活の

中で、これだけ洋楽も流れて、ユーチューブも見れてと言ったら、よっぽど流れているんですよね。 

 変な話ですけど、子供がすごくユーチューブを好きでユーチューブを見るんですけど、カラフルで

おもしろいのは外国のものなんです。気がついたらブラジルの動画を見ていたりするんですよ、うち

の２歳の子供も。だから、当たり前で多分接している中で、それをどう話すにつなげるかということ

が多分課題なんだと思います。当然もう認識を持っていらっしゃるでしょうし、しっかり取り組んで

いくということで理解はするんですけども、ＡＬＴの先生、やっぱりネーティブの先生をふやすしか

ないと思うんです。そこは積極的にぜひふやしていただきたいと思います。 

 直接に話す機会をふやすこと。それから、国立市で言えば、一橋大学の留学生の方たちもいっぱい

いらっしゃいます。そういう中で、やっぱりじかに触れることが心のハードルを減らすんですよ。よ

くやっていたのは、同じ体験をさせるということです。料理でもいいし、山登りでも何でもいいんで

すけども、国境を越えた友達たちとそういうことを一緒にすると、気がついたら普通に話せていたり

するんです。そういうことを、日常生活も含めて、学校の課外活動も含めてそういうことを話すとい

うことにつなげるという大きな目でぜひ見ていただきたいと思います。 

 もう１個、不登校のところについて、今回、この項目、学校の質的向上については評価がＣでした。

(1)のＣです。分析されているところによりますと、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態、長

期欠席が３件あったということで、やはり評価を下げた。当然のことだと思います。話せる範囲でい

いんですけれども、この３件、どういうふうにして発覚して、どう対応されたのか、お伺いいたしま

す。 

○【荒西指導担当課長】 細かいところまでは、ちょっとこの場ではなかなか難しいところがあるん

ですが、大きくは、重大事態、２点分類されておりまして、１つが児童生徒の生命、心身、または財
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産に重大な被害が生じた疑いがあるというのが１点目。２点目が、いじめにより当該学校に在籍する

児童生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるということで、今回３件は

全て２点目のいじめによる相当期間の欠席というような形になります。 

 こちらのほう、できる限り早くそういったところを気づいて対応していけば防げるような案件かも

しれないんですけど、なかなかその発見というところが、実際に休み始めてからわかるとか、休んだ

原因は体調不良だと学校は思っていたのに、後で、実は嫌なことがあったんだというようなことを子

供が語るなど、そういった案件等もあって、なかなか対応が難しいような状況がございます。 

 そういうことが明らかになった後、学校のほうが事実確認等をして、その子その子に応じた一定の

対応をしていくというような形になりますが、なかなか、この対応により登校にまで結びついたとい

うようなところは、難しいような状況がございます。 

○【稗田美菜子委員】 相当期間というのは、どの程度の期間お休みされていたのかお尋ねします。 

○【荒西指導担当課長】 こちらは一応30日を目安というような形になっております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。30日以上、少なくとも１カ月はお休みされているということ

ですよね。１カ月以上ですか、登校日数から考えたら。本人申告であったりとか、御家族からのお話

で発覚したというケースが多いと。今、課長からもお話がありましたとおり、それを未然に防ぐとか、

事前に予防するような動きというのは難しいのはよくわかります。ですが、それをしなければいけな

いと、そこの対策に取り組んでいかなきゃいけないというのが教育委員会の使命だと私は思うんです

けれども、この中で、今、そのいじめ対策委員会と連携したいじめ問題の対応にかかる管理職向けの

研修を実施しとありますが、これは今回初めてやったことなのか、それとも、いじめがもとで休んで

しまった子供のことがあったからやったことなのか、以前からやっていることなのか、お伺いいたし

ます。 

○【荒西指導担当課長】 こちらは、今後の取り組みとして、今年度開催を予定しているものでござ

います。10月に予定しています。一応、平成30年度は教員向けの研修会というような形で、国立市教

育委員会いじめ問題対策委員会での提言等をもとに、こういった重大事態とかも報告させていただい

て、それをもとに、こういったことを教員が意識するべきではないかというような提言を、その研修

会の中でしていただいているところです。現状は、やはり学校の組織的対応というところにまだまだ

改善の余地があるんじゃないかということで、令和元年度については、校長や副校長などの管理職を

対象とした研修会により、そういった組織的な対応が進むように考えているところです。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。そうすると、現場の対応というのも、組織的にどう対

応していくかということの研修といったことで、ちょっと踏み込むようですけども、具体的に管理職

がどういうふうにして対応していくということを検証するのか、お伺いいたします。 

○【荒西指導担当課長】 まず、この学校いじめ対策委員会というのは、そのトップが学校長でござ

いますので、そのリーダーシップのもとに、いじめの個々の案件に応じた対応がしっかりとなされな

ければならないといったところになります。今、ちょうどいじめ対策問題委員会のほうでもさまざま

な課題等を洗い出しているところでございまして、その中で、やはり学校長に知っておいてほしいよ

うなことを、今精査しながらまとめているところであります。 

○【稗田美菜子委員】 はい、わかりました。ありがとうございます。やはり大きな問題ですので、

しっかり防いでいくことが一番だと思いますし、そうなる前に声を上げられたり、声を上げることは

決して怖いことじゃないんだよということを、本人も見ている、周りの子供たちもです。そういった
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ことを含めてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、教員の働き方改革の中で、60時間を超える教員が平成29年度の東京都公立学校教員勤務

実態調査の中では小学校で37.4％、中学校で68.2％と表記があります。これ、国立市は独自に数字を

取っているのかどうか。これが国立市は8.4％まで減少しましたとあります。ページで言うと38ペー

ジです。東京都公立学校教員勤務実態調査というのは、国立市独自の数字じゃないと思うんです。国

立市独自の数字は、大分改善されたという御説明はあったんですけれども、もともとの数字はどれく

らいあったのか、わかるようでしたらお伺いいたします。 

○【三浦教育指導支援課長】 平成29年度に関しましては、区市町村ごとの調査はしておりませんの

で、これは東京都で抽出校を区市町村１校ずつ、本市も１校抽出されていますけれども、その全体で

の数字がここに書いてある数字です。30年度に関しては、市独自の調査をしておりますので、その結

果で8.6％ということを記載しております。 

○【稗田美菜子委員】 国立市独自は8.4％でいいんですよね。大丈夫ですか。今、3.6％と聞こえた

んですけど。 

○【三浦教育指導支援課長】 記載のとおりです。 

○【稗田美菜子委員】 はい、8.4％ということだと、比較ができないのでどの程度減ったのかなと

いうのは、確かに、一定程度減ったとしか表現ができないのは、ここで今よくわかりました。タイム

レコードを入れることで、自分の勤務時間をきちんと把握して、何がどれだけ多過ぎているのか、あ

るいは何が少ないのかというのを把握するためのタイムレコーダーだと思います。これで懸念してい

たことは、タイムレコーダーを押して、その後働いて、帰る前に押して、その後、入れちゃった後に

残業しているという可能性が生まれるんじゃないかということとか、あるいは持ち帰った残業ですよ

ね。お家へ帰ったら残業があるんじゃないかということを私自身も懸念しましたし、そういう意見が

あったと思うんですけども、その辺は大丈夫なのかどうか、お伺いいたします。 

○【三浦教育指導支援課長】 まず、減少したというところに関しては、昨年度２回調査を行ってい

ますので、その２回を比較して減少しているというふうな表現をしております。 

 それから、今の持ち帰りのところの話になりますけれども、基本的に持ち帰り仕事はできないこと

になっていますので、そこについてはないものとして考えていますが、現状、調査の中でも、平均の

話ですので、かなり遅い時間まで残っている教員もおりますので、まだまだその部分には課題がある

のかなと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。あとは意見にとどめておきますが、原則持ち帰りが

できないということですけども、熱心な先生であればあるほど持ち帰るんですよね。何とかして子供

の期待に応えたかったりとか、今お話しされましたけど、平均なので、だからものすごく早く帰って

しまった先生がいて、ものすごく長くいた先生の平均をとっちゃうと、ちょうど真ん中ぐらいみたい

なことが起きているということは、課題として認識しているということで、理解はしました。しっか

りとした働き方改革につながっているような形を、国立市にいる学校の先生は、やっぱり市の教育委

員会がしっかりと指導したりケアをしていかないといけないと思いますので、そこはしっかりと取り

組んでいただきたいと思います。 

 あと、数々あるんですけれども、１点だけ 後に伝えておきたいのは、図書館が頑張って、ブック

リストですね。私なんかもそうですけども、仕事をしていて子育てをしていると、子供に一生懸命本

を読んであげたいとか、買ってあげたいとか思っても、なかなかその時間がなかったりしています。
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それを図書館の方が一生懸命つくってくれて、そのブックリストとは、こういうのがあるんだ、こう

いうのを今やっているんだというのを見ると、とても参考になりますし、ありがたいところだと思い

ます。 

 ３・４カ月健診の読み聞かせのところは、私としてはちょっと、健診が２時間か３時間あって、子

供は寝ているし、早く家に帰りたいけど、絵本を読んでくれている方がいるから頑張って聞かなきゃ

みたいなところで、うれしくもあり、また別の日にしてくれたらありがたいなというのもあるんです

けれども、図書館の方たちが一生懸命頑張っているというのはとてもありがたいと思いますので、な

かなか今、紙ベースであったりとか、そういうのが少ない世の中で、せっかくですので、子ども家庭

支援センターだったりだとか、ブックリストだけでも健診のときに配っていただくだけでもありがた

いので、ぜひ積極的に活用していただきたいということを申し添えておきます。私からは以上です。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(5)平成30年度国立市教育委員会活動の点検・評価報告書についてを終わりま

す。 

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

 報告事項(6) 学校給食費の改定（案）について 

○【遠藤直弘委員長】 報告事項(6)学校給食費の改定（案）についてに入ります。 

 当局から報告を願います。市立学校給食センター所長。 

○【土方市立学校給食センター所長】 それでは、報告事項の(6)学校給食の改定（案）につきまし

て、総務文教委員会資料№58に基づき御説明いたします。 

 まず、１ページの１として経過を記載しております。現在の国立市の給食費を取り巻く状況でござ

いますが、多摩地区26市では、国立市を除く全ての自治体で、過去10年以内に一度は給食費改定を行

っているところでございますが、国立市では、平成17年以降、現在に至るまで、14年間給食費改定を

実施しておりません。単価比較では、国立市は26市の中でもかなり低額でございます。 

 このような状況下の中、給食内容に関しましては、小学校の献立内容が充実していないという御意

見も、献立作成委員会試食会における保護者の方々、各学校の配膳委員から届く児童生徒の生の声、

学校関係者等からも多く寄せられております。 

 また、平成26年には消費税が５％から８％に引き上げられ、ことし10月には10％に引き上げられる

予定で、10％増税時には、食材は軽減税率８％の適用を受けることとなっておりますが、少なからず

影響があると思われます。 

 ほかに、ページをおめくりいただきまして、２ページの中ほど、消費者物価指数の表がございます。

こちらの表にありますように、平成17年は食材の消費者物価指数が94.4だったのに対しまして、平成

29年には101.9に上昇いたしており、これにより当時の質を維持できなくなってきております。さら

に、飲用牛乳の国庫補助金の交付期間、平成26年から29年度でございましたが、これも終了いたしま

した。これらに加え、小中学校の給食実施基準日数をふやしたいとの要望もございます。 

 また、この資料には記載されておりませんが、文部科学省より、昨年８月に改正された学校給食摂

取基準の値が、改正前の基準よりより高い水準に設定されたため、国立市におけるエネルギーや各栄

養素の現在の値が学校栄養摂取基準の基準値を確保できなくなってきており、給食本来の意義を満た

せなくなるおそれがございます。 
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 このような趣旨の状況を鑑み、現行の単価設定では増税、物価上昇、基準日数等増加等の支出増加

要因に対応できず、質の低下は否めないところでございます。 

 次に、１ページにお戻りいただき、２、給食費改定案をごらんください。現在、２パターンを考察

しております。１つは、前回給食費を改定した年である平成17年からの上昇分を補完する改定案Ａ、

もう１つは消費税が５％から８％になった年である平成26年からの上昇分を補完する改定案Ｂでござ

います。 

 パターンＡは、５％から８％の消費税増税分を含む平成17年から平成29年の物価上昇分と、小学校

５日、中学校３日の基準日数増加分を勘案し、ごらんのような表の日額、月額となり、月額上げ幅は

350円から450円となってございます。 

 一方、パターンＢは、平成26年から29年の物価上昇分と、この間にあった国の牛乳補助金がなくな

ったこと、及び小学校５日、中学校３日の基準日数増加を考慮し、表中の改定後のパターンＢのよう

に、月額上げ幅が250円から300円となる案でございます。 

 右側にイメージをつけておりますが、改定の目的は、平成17年当時、または平成26年当時の質の維

持であり、品数が必ずしもふえるわけではございません。 

 おめくりいただきまして、 後の３ページでございます。改定までのスケジュールが載ってござい

ます。まず、給食費の改定案を給食センター運営審議会へ諮問することにつきまして、６月の教育委

員会定例会にお諮りし、可決されております。 

 それを受けまして、７月に行われた国立市立学校給食センター運営審議会へ諮問させていただきま

した。現在、慎重に御審議いただいているところでございます。この審議会での審議と並行で、改定

案について広く市民の方の御意見を賜りたく、パブリックコメントも実施しております。 

 また、２学期の初めに各学校の保護者の方々に給食費の改定案を運営審議会で審議している旨のお

知らせ文を配布しており、御意見や案に対する質疑等も承ればと思っております。 

 今後につきましては、パブリックコメント等で寄せられた御意見等、審議委員各位にお示ししつつ、

議論を深めていただきながら方向性を決定していただき、11月末の運営審議会で答申案について吟味

していただく予定となっております。 

 その後、12月に教育長宛てに運営審議会としての答申を御提出いただく予定でございます。審議会

答申におきまして、教育委員会への答申報告、規則改正や広報などを行い、来年度、令和２年度から

給食費の改定とさせていただきたいと考えております。 

 御報告は以上でございます。 

○【遠藤直弘委員長】 報告が終わりました。質疑・意見等を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 今回の学校給食費の改定なんですけれども、まず献立委員会などで保護者の方

からの御意見も聞けますし、あと、当事者、生徒さんとか教員の方からどのような御意見があったか

ということはわかっていらっしゃいますか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 献立作成委員会で申しますと、直近では先週の９月３日火曜

日に開催されました。各学校の保護者の代表の方にお集まりいただき、７月の献立に対する御意見、

御感想を伺いました。また、あわせて10月の献立について栄養士が説明をし、御質疑等を頂戴したと

ころでございます。各委員さんは、あらかじめそれぞれ各学校の児童生徒に給食に関するアンケート

を実施いただいており、その内容を事細かに御発言いただいております。 

 今回、その中では給食の量や品数をふやしてほしいとの御意見が複数の委員からございました。ま
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た、デザートを提供する頻度をふやしてほしいとの御意見もございました。このようなことがアンケ

ートから寄せられた児童生徒の感想というところになります。 

 また、保護者の試食会につきましては、試食していただいた後にアンケートを記入していただいて

おります。その中には、給食について御意見や御希望を自由記入という形でお書きいただいておりま

すが、ここでも組み合わせが寂しいとか、もう１品あったほうがよいというような趣旨の御意見を頂

戴しているところでございます。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。今お聞きいたしますと、ボリューム的なこととか、質

的なことの指摘があったのかなというふうに思います。また、現行の給食費の単価では、なかなか充

実した献立の作成が困難ということでございますけれども、ただ、私、共産党では、給食の無償化に

ついて、これは一般質問でも取り上げさせていただいているところですけれども、では、給食を一気

に無償化にするような考えというのはなかったんでしょうか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 この件に関しましては、先の一般質問で教育次長が答弁した

とおりだと思います。学校給食にのっとります給食費の負担に関しましては、保護者の負担と記載さ

れておりますので、過去から国立市はその制度に準じてやっているところであり、今のところその制

度を変えるというような形で向っているということはございません。 

○【住友珠美委員】 ぜひ検討していただきたいなと思うのは、実は、北区が、今回の第３回定例会

で区議会に提案する一般会計の補正予算案の中で、学校給食費の負担軽減を目的に、子供の年齢要件

なしで第２子が半額、第３子以降を無料とすることを予定しているということなんです。やっぱり区

部と23区とは違いがありますけれども、ただ、こういった学校給食を教育の一貫と考えるのであれば、

こうした視点も持っていただけたらなということをお願いいたします。 

○【藤江竜三委員】 学校給食の改定（案）についてなんですけど、私はパターンＡがいいなと思っ

ております。それで、ぜひとも議会でパターンＡがいいと言っているやつがいたと審議会でもお伝え

していただければと思うんですけれども、その理由なんです、望月委員もおっしゃっておりましたけ

れども、本当にぎりぎりの中で、給食を楽しみにしていて、それを栄養の中心にしている子というの

も中にはいらっしゃるんじゃないのかなと思いますし、そこまでいかなくても、やはり給食が食育、

こういうものもあるんだ、こういったものもあるんだ、こういったことで栄養バランスを取るんだと

いうことを学んでいる子というのもいると思います。そうなってくると、やはりいろんなパターンの

食材を出せる、いろんな給食を充実させておいたほうがいいというふうに思います。しかも、現状で

すと就学援助という形をとっていて、低所得者層の方は無償という形です。しかも、その方がどれぐ

らいいるんでしたっけ。（「16から20％」と呼ぶ者あり）16から20％いらっしゃるとなりますと、大

体６分の１前後くらいかなと思うんですけども、そうなってくると、やはり低所得の方のことを考え

ても、ある程度十分に取っておいたほうがいいというふうに考えられるわけです。ですから私は、こ

のパターンＡで行くべきだろうということを意見したいと思います。 

 それとともに、１点気になることがあるんですけれども、消費者物価指数を出していただいて、多

少連動されるような考え方でこのパターンＡというのが出てきていると思うんですけど、平成30年度

の食料総合というのはどの程度になっているのかというのを伺いたいんですけども。 

○【土方市立学校給食センター所長】 これは直近に出た数字なんですが、平成30年度は103.4とな

ってございます。 

○【藤江竜三委員】 103.4と、またこれで経年で見ていくと結構急激な割合で上がってきている。
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私もポテトチップスを買ったり、ウインナーを買ったりすると、おお、また減っているというような

経験をして、食料総合めっちゃ上がっているんじゃないのと思っている。でも、まだ意外と数字で見

るとそうでもないんですけども、今後も上がっていく傾向じゃないのかなと思われるんですね。そう

なったときに、また給食だからなかなか上げられないというのが、だんだんどこが責任を取り、審議

会で給食費を上げた人たちだなというふうに思われると、なかなか上げたくても上げたいと言いづら

いと思うというのはあると思うんです。だからこそ、こういった消費者物価指数から２ポイント以上

離れたら見直しをするといったような見直しルールというものを明確化しておくべきだと思うんです

けど、その辺の検討というのは今後できないのかというところを伺いたいんですけども。 

○【土方市立学校給食センター所長】 消費者物価指数、先のことが読めない部分もございますので、

これから急激に上がる、あるいは現状維持になる、ないとは思いますけど、下がるということも考え

られるかと思います。そういう部分で、確かに消費者物価指数を念頭に置いて、どのぐらいになった

ら改定をするというルールづくりというのは検討する余地があるのかなとは思っております。それに

つきましても、ちょっと研究してみたいと思います。 

○【宮崎教育次長】 済みません、特段、今こうしますと申し上げられるところまではないんですが、

１つ参考にすべきは、使用料・手数料が４年に一遍程度しっかり見直しをしていく。もちろん、見直

しをするからといって４年に１度上げますよということではなくて、給食費も、まず１つは単年度の

収支状況をしっかり見ていく、それから４年に一遍程度は食材の物価指数等も参考にしながら検証を

加えていく、そういったことはひとつ使用料・手数料に準じてやっていくことは必要なのかなと、そ

のように思っているところでございます。 

○【藤江竜三委員】 ぜひとも、どういった形でもいいんですけど、定期的に見直すルールというの

はつくっていっていただきたいと思います。そうすることによって、先ほど申し上げました、本当に

給食を必要としている子どもたちも、十分な食料というか、給食が提供できると思いますので、検討

を重ねていただけたらと思います。 

○【古濱薫委員】 先ほど献立作成委員会での児童生徒の声と保護者の声、また保護者の試食会での

声をお聞きしましたが、７月に行われた臨時の給食センター運営審議会、こちらの審議委員の意見は

いかがでしたか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 多分おっしゃっているのは７月じゃなくて８月の臨時運営審

議会のことだと思われます。 

 去る８月26日に議題を給食費の改定（案）についてと、これのみに絞って委員各位に御審議をいた

だきました。当日は、御審議いただくための参考資料として、令和元年度における多摩地区26市の給

食費の状況を一覧表にしたものと、平成17年４月、及び26年４月、31年４月分の小学校の給食予定表、

いわゆる献立表を事前に配付し、審議会冒頭に事務局より資料についての補足説明を行った後、委員

お一人お一人から現時点での御意見やお考え、事務局への質疑等を御発言いただいたところでござい

ます。 

 重立った御発言として、今回改定をした場合、次の改定はいつごろになりそうなのか、改定により

栄養摂取基準は満たされるのか、今後も低温殺菌の瓶牛乳は継続できるのかなどの御質疑をいただき

ました。いずれの方も改定を前提にした御発言であり、改定について消極的なお考えを示した方はい

らっしゃいませんでした。 

 今後についてでございますが、今まさに審議会において慎重な審議中でございますので、市民や保
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護者の皆様から寄せられるパブリックコメント等も斟酌しながら方向性を決定していくことになると

考えております。以上でございます。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。おおむねの審議委員が改定について肯定的だったと理解

しました。 

 次に、14年前に、平成17年、値上げを改定した。でも、このときは理由が瓶牛乳への移行だったた

めの改定だったと聞いています。その前の改定はいつでしたか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 その前は、その２年前の平成15年になります。 

○【遠藤直弘委員長】 よろしいですか。はい、古濱委員。 

○【古濱薫委員】 はい、済みません。２年前ということは、16年前ということで改定があった。牛

乳がきっかけの改定を除くと、16年前に金額を変えたと聞きました。先ほど藤江委員からも、どのく

らいになったら変えたらというルールはないのかというような質疑がありましたが、この16年間変え

なかった、改定を検討しなかった、これは本当に私はあきれております。ほかの説明のとき、国立市

は26市の中でも低い水準であると。この改定を行うことによって真ん中ぐらいか、それぐらいになる

けれども、他市も既にさらに改定の値上げを計画しているということは、他市と比べてさらにまた低

い水準になる。この値上げ額でいいのか。今、さらにほかと比べて低い水準を保った値上げ額でいい

とお考えですか。 

○【土方市立学校給食センター所長】 改定額を考えるに当たって、非常に難しい判断でございまし

た。という中で、先ほど御説明しました、前回の改定率の平成17年、消費税増税時の平成26年という

判断に至ったところでございますが、この金額で改定していただいたとしましても、食材のバリエー

ションが広がったりだとか、例えば献立の中の小付の回数をふやしたりだとか、そういうことは一定

程度できるかなと思っていますので、これについて、大きな物価の変動がなければ、何とかこれで、

今、教育次長がお話ししましたように、四、五年はこれでやっていけるのかなという金額を妥当性と

して出していたところでございます。 

○【宮崎教育次長】 結局のところ、給食費は食材に充てていくと。その食材で栄養士が子供たちの

ために基本的にはメニューを考えていく。私のところに給食費を上げたいんだという話が現場から届

いたのは、やはり栄養士が、現状のままでは子供たちにしっかりしたメニューを提供することが非常

に困難だと。その話があったのも何年も前です。そのころから、状況ですとか、今後どうあるべきか、

具体的に検討を進めてきた。その中で、じゃあどの水準にすれば望ましいかというところも、やはり

栄養士のほうの声も聞きながら組み込んできております。ですので、やはりちょっとタイミングとい

うのがありましたら、この２パターンを出しておりましたけれども、現状を考えているのは、Ａパタ

ーンであれば、必要かつ十分な楽しいメニューを出せるであろうと。Ｂパターンに関して言うと、少

しそれよりはメニュー水準は下がるかもしれないけれども、それでも十分なメニューを、栄養士のほ

うも努力することで提供できる。 

 先のことを考えても、例えば、先ほど私、４年ごとにしっかり検証は加えたいということを申し上

げましたけれども、今想定するのは、じゃあ、４年後に、これからまた上げましょうかというような

ところに、もちろん物価の上昇はどの程度かというのはありますけれども、恐らくＡパターンであれ

ば、４年後も工夫しながらこの給食費でやっていけるのではないかという期待は持っております。そ

ういったところを踏まえて、Ａパターン、Ｂパターン、単純に１つのパターンでの有額諮問にせずに、

２パターンで今回検討をお願いしている。 
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 それは、繰り返しになりますけれども、栄養士なども一緒に考える中で、組み込んできたというと

ころでございます。以上でございます。 

○【古濱薫委員】 ありがとうございます。先ほどルールづくりですとか、使用料・手数料の見直し

は、４年に１回は行うと。また、そういった基準、いつ見直そうかと。やっぱりしないと、この見直

しの時期だよねというのがやっぱり決まってないと、こうやって16年間も来ちゃうのかなと。その間

に、栄養士さんですとか、職員の方々の物資納入選定委員会ですとか、そこでは本当に１円安いほう

がとか、２円とか、きっとそういう単位で苦しい思いをなさってきたと思います。本当は子供たちに

こっちを与えたいのに、予算の関係で、すごく苦しいところで判断をしたという場面が何回もあるん

じゃないかと想像いたします。ぜひ、適切な見直しの時期のルールづくりをお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○【遠藤直弘委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(6)学校給食費の改定（案）についてを終わります。 

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

○【遠藤直弘委員長】 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

 これをもって総務文教委員会を散会といたします。お疲れさまでした。 

午後７時５９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９月９日 

 

 

 

    総 務 文 教 委 員 長       遠  藤  直  弘 
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