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令和元年９月１１日（水） 場所 委員会室 

○出席委員

委員長 青木 淳子 委員 石井めぐみ 

副委員長 柏木 洋志 〃 上村 和子 

委員 髙柳貴美代 〃 望月 健一 

〃 重松 朋宏 ……………………………………… 

議長 石井 伸之 

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

○出席説明員

市長 永見 理夫 健康増進課長 吉田 公一 

副市長 竹内 光博 健康づくり担当課長 橋本 和美 

教育長 是松 昭一

子ども家庭部長 松葉  篤 

政策経営部長 藤崎 秀明 児童青少年課長  川島 慶之 

政策経営課長 黒澤 重德 施策推進担当課長 清水 周 

収納課長 毛利 岳人 子育て支援課長  山本 俊彰 

行政管理部長 雨宮 和人 生活環境部長 橋本 祐幸 

総務課長 津田 智宏 （兼）防災安全担当部長

情報管理課長 林  晴子 まちの振興課長  三澤 英和 

法務担当課長 中村さゆり (兼)都市整備部特命担当課長        

職員課長 平  康浩

都市整備部長 門倉 俊明 

健康福祉部長 大川 潤一 都市整備部参事 江村 英利 

福祉総務課長 関  知介 国立駅周辺整備課長 関野 達也 

(兼)都市整備部福祉交通担当課長         

生活福祉担当課長  北村 敦 会計管理者 矢吹 正二 

しょうがいしゃ支援課長  堀江 祥生

高齢者支援課長 馬塲 一嘉 教育次長 宮崎 宏一 

地域包括ケア推進担当課長 葛原千恵子

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

○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) 第46号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する
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条例の一部を改正する条例案 

    (2) 第47号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例の一部を改正する条例案 

    (3) 第48号議案 国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例案 

    (4) 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、民生費） 

    (5) 第52号議案 令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 

    (6) 第53号議案 令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案 

   ２．報告事項 

    (1) 使用料・手数料の見直しについて 

    (2) 令和２・３年度の後期高齢者医療保険料について 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

第４６号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例案 

１ .９ .１１ 

原 案 可 決 

第４７号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担に関する条例の一部を改正する条例案 

１ .９ .１１ 

原 案 可 決 

第４８号議案 国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例案 

１ .９ .１１ 

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、民生費） 

１ .９ .１１ 

原 案 可 決 

第５２号議案 令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１号）

案 

１ .９ .１１ 

原 案 可 決 

第５３号議案 令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）案 

１ .９ .１１ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【青木淳子委員長】 おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから福祉保険

委員会を開きます。 

 議題に入ります前に、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】 改めまして、おはようございます。それでは、私から市長部局について紹

介を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とさせていただきます。以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 以上で、説明員の紹介を終わります。 

 ここで市長より発言を求められていますので、これを許します。市長。 

○【永見市長】 貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。さて、本日の福祉保険委員会に

付託されております第46号議案について、改正子ども・子育て支援法の内閣府令に誤りがあることが

明らかとなり、これを参照した第46号議案に誤りのあることが明らかとなりました。結果的に誤った

議案を送付し、議会に御迷惑をおかけいたしましたことについておわび申し上げます。 

 詳細は、子ども家庭部長より御報告いたしますが、10月１日からの幼児教育保育無償化に係る条例

案に、本体には影響がないことから、よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、今後の本条例案につきましては、国の誤りの内容の確定の時期とのかかわりもあり、議会の

皆様と十分御協議をさせていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○【松葉子ども家庭部長】 改めまして、おはようございます。まず、条例の訂正とおわびに入る前

に、今回、国の誤りということで端を発したことでございますが、市長の申し上げるとおり、また条

例案を送付したことと議会に混乱を生じたことについて、担当部長としておわび申し上げます。申し

わけございませんでした。 

 それでは、補足の説明をさせていただきます。本第46号議案は、国の特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準──これは国の基準──の改正に伴い行うものでございます。 

 本基準は、まず従うべき基準となっておりまして、原則、国の基準の改定のとおりに市条例で定め

ることが必要となっております。本基準の改正は、令和元年５月31日付官報号外第23号にて告知され

た内閣府令により行われ、この内閣府令をもとに市条例の改正案を本議会に提出させていただいたと

ころでございます。しかしながら、当該内閣府令について訂正の必要が生じ、令和元年８月30日付官

報第82号において正誤表が出されました。訂正が生じることについては８月22日付の東京都のメール

にて内閣府からの一報がございまして、訂正箇所についての情報共有があり、８月30日付の官報にて

正誤表が掲載されたところです。この正誤表に掲載された訂正箇所は、関連法令全体で43カ所ござい

ました。さらに、９月６日に担当大臣が記者会見を開きまして、関係法令についてはさらに誤りが40

カ所あるということが明らかにされたところでございます。さらなる訂正については、市の条例に影

響のない部分であるとの予定のことですが、詳細は現在精査中ということで、私どものほうでも明ら

かにされておりません。改めて９月中に官報にて正誤表を出すとの方針が示されたという経緯でござ
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います。 

 国立市におきましては、８月22日の都からの情報提供や８月30日付の官報掲載の正誤表をもとに、

市で提案した条例案との関係性について精査をしておりました。具体的な方式としては、８月30日付

の正誤表と５月31日付の官報、43カ所ですね、正誤表の中で照らし合わせまして、それが官報のどこ

に当たるかということを精査させていただいた上で、さらに提出させていただいた議案のどこにその

文言が入るか、影響があるかどうかということについて精査をさせていただいたところでございます。 

 その結果、訂正の大半は市の条例の関係のない部分、国立市においては対象者がいない内容に係る

部分、誤字脱字、条文引用等の誤りであることがわかりましたが、一部、市の条例案の表現に矛盾が

生じる箇所が判明した次第でございます。表現に矛盾が生じる箇所については１カ所でございます。

恐れ入りますが、福祉保険委員会資料№53をごらんいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 福祉保険委員会資料№53の27ページ目をおあけいただきまして、左の新の欄でございます。新の欄

の上から６行目から７行目に、「法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳未満保育認定子どもに限る。）」との箇所がございます。この

後の部分が、正しくは、「特定満３歳以上保育認定子どもに限る」というふうになります。 

 本規定は、特定利用地域保育の基準を定めた部分で、より簡潔に申し上げれば、地域型保育事業所

における満３歳の誕生日を過ぎたお子さんの保育の基準を定めた部分でございます。訂正前の記載の

ままでいきますと、３歳の誕生日を過ぎた２歳認定の子供のうち満３歳未満の子供に限るということ

になります。２号認定子供というのは、３歳に到達した段階で既に２歳児クラスにいても認定として

は３歳になっているので２号というふうになります。これを満３歳未満というふうにしてしまいます

と、２号認定は３歳以上なのに未満の子供とは合致しないということになって矛盾が生じてしまうと

いうことで、このところが、当たったところでわかったところでございます。 

 なお、国の政令は既に正されていることから、実務については影響は生じないところと考えており

ます。国の訂正によるものとはいえ、結果としてこのような条例案を提出することになったこと、ま

た精査に時間を要してしまったこと、おわびをいたします。内容に関連のある部分、御報告申し上げ

た部分のみでございます。大変恐縮ではございますが、提案した条例案にて御審査をいただきたくよ

ろしくお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 それでは、議題に入ります。 

 初めの議題でありますが、第46号議案の審査に入ります前に、お諮りいたします。第46号議案国立

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案と、

第47号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改

正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） 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

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

 議題(1) 第４６号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する 

条例の一部を改正する条例案 

 議題(2) 第４７号議案 国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する 

条例の一部を改正する条例案 
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○【青木淳子委員長】 第46号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例案と、第47号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担に関する条例の一部を改正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。子ども家庭部長。 

○【松葉子ども家庭部長】 それでは、第46号議案国立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案及び第47号議案国立市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の利用者負担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。 

 まず、第46号議案についてでございます。福祉保険委員会資料№53に基づきまして説明をいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございます。国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準が改正されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。 

 改正概要でございますが、第１条による改正といたしまして、特定地域型保育事業における連携の

要件の緩和がございます。第42条関係といたしまして、この後第48号議案で提案させていただいてお

りますが、国の基準が改正されたことにより、国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関す

る条例の改正を予定しております。これは、卒園後の連携施設に関する要件などが緩和されることか

ら、この条例においても特定地域型保育事業に関する要件について緩和する改正を行うものです。 

 次に、第２条による改正といたしまして、幼児教育・保育の無償化がございます。条例全体といた

しましては、「支給認定」という文言を「教育・保育給付認定」に改正をいたします。そのほか、所

要の改正を行っております。 

 また、第13条関係といたしまして、食費の提供に要する費用の取り扱いの変更がございます。こち

らは、幼児教育・保育の無償化に伴い、３歳以上の副食費について保護者から支払いを受けることが

できる費用とする改正となります。ただし、市民税所得割合算額が①に記載の金額に満たない世帯、

こちらはおよそ年収360万円未満相当の世帯となりますが、これに該当する世帯については副食費を

取らないと規定をいたします。さらに②として、記載のア、イの要件に該当する第３子の子供につい

て、①同様に副食費を取らない規定といたします。 

 ２ページ目をお開きください。付則関係でございます。第１条の特定地域型保育事業における連携

の要件緩和についての改正は、交付の日から施行、第２条の無償化についての改正は、令和元年10月

１日からの施行といたします。 

 条例の主な改正部分につきまして御説明いたします。下の新旧対照表をごらんください。 

 第37条第１項、第42条第１項につきましては、第42条第２項以下を追加したことに伴う改正となっ

ております。 

 ３ページ目をお開きください。第42条第２項以下を追加しております。第２項は特定地域型保育事

業者による代替保育の連携施設の確保が著しく困難な場合で、第１号、第２号に該当する場合は代替

保育の提供をしなくてよいこととする規定となります。 

 第３項は、第２項の規定により代替保育の提供をしないこととした場合、代替保育に関して連携協

力するものとして第１号、第２号にかけるものを確保しなければならない旨を規定しております。 

 第４項は、特定保育事業者による卒園後の受け入れを行う連携施設の確保が著しく困難な場合は、

確保しないことができる規定というふうになります。 
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 第５項です。第５項は、第４項の規定により卒園後の受け皿を確保しないこととした場合、連携協

力するものとして第１号、第２号に掲げるものを確保しなければならない旨を規定しております。 

 ４ページ目の第８項をごらんください。こちらは、３歳以上の受け入れを行う保育所型事業所内保

育事業所については、連携施設を確保しないことができる旨を規定しております。 

 ５ページ、付則でございますが、連携施設の確保が著しく困難な場合の連携施設の確保の経過措置

を５年から10年に延ばす改正となっております。 

 続きまして、第２条による改正です。第２条において各用語を無償化実施に合わせ追加、変更して

いるほか、条例全般にわたって無償化に伴う用語の変更、規定整備を行っております。 

 ９ページ目以降から始まる第13条ですが、11ページの第４項第３号において、先ほど御説明いたし

ました副食費の提供に関する規定を追加しております。 

 後に、29ページ、付則でございます。この条例中第１条の特定地域保育型事業における連携の要

件緩和に関する規定は、交付の日から施行し、第２条の無償化に関する規定については令和元年10月

１日から施行することとします。 

 続きまして、第47号議案につきまして御説明申し上げます。福祉保険委員会資料№54に基づきまし

て補足説明をさせていただきます。お手元に御用意をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 改正の趣旨でございますが、１点目は、子ども・子育て支援法が一部改正され、この10月より幼児

教育保育の無償化が開始されることに伴い規定の整備を行うものです。 

 ２点目は、令和２年４月より保育料の算定方法を、所得税ベースから住民税ベースへ変更すること

に伴い、規定の整備を行うものです。 

 改正の概要でございます。①は、無償化に伴う規定の整備ということで、先ほど第46号議案同様、

条例全文の文言整理をしております。丸の２つ目としまして、条例の改正となっており、無償化の対

象となる保護者について保育料をゼロ円とする改正をしております。 

 概要の②です。保育料の算定方法を所得税ベースから住民税ベースへ変更することに伴う規定の整

備となっております。こちら別表の改正となっており、別表中の文言を所得税課税額から住民税課税

額へ変更いたします。これにより、現在の状況を改善し、事務手続の簡素化や保護者の提出書類の減

少を図りたいと考えております。 

 あわせまして、１ページ目の一番下の(2)に記載のとおり、階層区分の増設や、現在Ｄ17階層以上

で一定となっておりました高所得者層の負担額について適正化を図ります。 

 ２ページ目の一番上をごらんください。付則関係ですが、第１条中別表第４項と第５項の改正規定

は、地方税法の改正に伴う条ずれなどであることから、交付の日より施行します。また、その他の第

１条による改正については、無償化に関連する改正となるため、10月１日からの施行となります。第

２条の改正については、保育料の見直しに関連する改正となるため、令和２年４月１日からの施行と

なります。 

 条例の主な改正部分につきまして御説明をいたします。下の新旧対照表をごらんください。 

 第１条による改正といたしましては、無償化に関する改正を行っております。３ページ目までの本

文は無償化実施に伴う文言変更となっております。３ページ目の別表の１をごらんください。施設型

給付の幼稚園などを利用する場合の利用者負担額を定める表となりますが、一番右側の利用者負担額

をゼロとする改正を行います。また、４ページから始まる別表の２、こちらは保育園等を利用する場

合の表となりますが、５ページ左側の表の右側から２つの欄をごらんいただくとおわかりかと思いま
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す。３歳以上児の保育料をゼロといたします。 

 続いて11ページをごらんください。第２条による改正ということで、保育料の算定方法の見直しな

どに伴う別表の改正を行っております。階層区分の欄について、これまで前年分所得税課税額となっ

ていたものを当該年度分の市民税の所得割課税額に直すとともに、区分の税額の変更、利用者負担額

の変更を行っております。また、階層についても、現行の第20階層までから第24階層までふやしてお

ります。これにより、現在保育料の 高額が４万9,500円だったものが５万6,600円となることとなり

ます。 

 17ページをお開きください。付則でございます。第１項に冒頭説明させていただいたとおり、それ

ぞれの改正の施行期日を定めております。また第２項、第３項においては、施行日前に行われた教育、

保育の実施に係る利用者負担額についての経過措置をそれぞれ規定しております。 

 後になりますが、第46号議案、第47号議案の改正内容に関し、幼児教育・保育無償化及び保育料

見直しに関する全般的な事項の説明といたしまして、福祉保険委員会資料№55、56を提出しておりま

すので御参照いただければというふうに存じます。補足説明は以上となります。よろしく御審査のほ

どお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。一括して質疑を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、いろいろと大変だったということがわかりました。ただ、前提

として、やはりこちらも知っておかなければいけないと思うんで、先ほど内閣府令の誤りの中で、条

例に大きくかかわる部分はさほどないということの中の１つに、国立市においては対象者がいないと

いう部分もあったというふうにおっしゃっていたんですが、その部分というのは今後もいないという

ふうに考えていいんですか。つまり、今はいないけれども、今後はということを考えたときに。 

○【川島児童青少年課長】 現在、対象者がいないというふうに申し上げている部分につきまして、

例えば特定利用教育ということで、地域に保育園がないことによって例外的に幼稚園で教育を受けさ

せるというようなケースが過疎地等ではございます。ただ、国立においてはそのような状況はござい

ませんが、将来的にわたって全くないということは言い切れないかなという状況でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございました。 

 じゃ、１点だけ、済みません。今回の改正の中で、市長はという部分がかなり出てきて、著しく困

難であると認める場合というのも、恐らくこれも、そういった過疎地のことですとか国立市には現在

関係がないとは思うんですが、著しく困難というのは、ちゃんと部署内では規定を設けているんです

か。裁量がどこまで働くものなのかというのは、それは決めてらっしゃるんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 著しく困難な場合の具体的なラインというか、基準については、今設け

ていないところでございます。それは状況を見ながら個別具体的に検討していく内容かなというふう

には思っているところでございます。 

○【柏木洋志委員】 今回、この幼児教育・保育無償化の副食費に関してなんですけれども、済みま

せん、確認も含めて１点だけ先にさせてください。 

 今回の保育無償化に関して、保育園、また幼稚園、そこに関して９月以前のところの保育料より上

回った分は市で補助をしますということが載っていたかと思いますけど、それは保育園、また幼稚園

かかわらずされるということでよろしいんですよね。 

○【川島児童青少年課長】 保育園につきましてはそのような形でやらせていただく予定でございま

す。ただ、幼稚園につきましては、給食自体ございません。認定こども園につきましては保育の部分
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がございますので、やはり保育料をいただく部分と、あと副食費の部分がございます。やはり逆転現

象というのが出てきてしまうことがございますので、そういった対応というのはしてまいりたいとい

うふうに考えてございますが、幼稚園についてはないというふうに認識をしてございます。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、この福祉保険委員会資料№55のところの参考１というところ

の食材料費の取り扱いについてのところなんですが、この副食費の免除規定に関してはというところ

で、私学助成の幼稚園に関してはというところは何に当たるんだったか確認させてください。これっ

て副食費じゃないですか。 

○【青木淳子委員長】 ７行目のところですよね。 

○【柏木洋志委員】 食材料費についての６、７行目、下から２つ目の項目です。場所、読みましょ

うか。 

○【川島児童青少年課長】 申しわけございません、幼稚園でも給食提供する場合については、こう

いった部分がございまして、私学助成の幼稚園につきましては補足給付ということで、360万円未満

の方ですとか第３子の方については償還払いということで、こちらからお支払いする形で補助する予

定でございます。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、幼稚園に関しては、私も勉強不足で申しわけないんですが、

幼稚園に関しては、今回の無償化関連で逆転してしまう可能性があるということになるんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 360万円未満の方については、補足給付ということでお金をお支払いす

ると。幼稚園につきましては、給食をやっている部分については副食費という形でいただくような形

となります。ただ、第３子、あるいは360万円未満の方については取らないという規定となっており

ます。私学助成の方については、償還払いという形で後からお支払いをするということでございます。 

 幼稚園のほうでも給食のほうは実施していれば副食費という考え方が出てくるところでございます。

冒頭の答弁、済みません、誤りになります。申しわけございません。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。そうしましたら、また別の点、１件質疑させていただ

きます。 

 今回、保育園のところで副食費の徴収が生まれるかと思います。そこでちょっと懸念されるのは、

副食費をもし現金で徴収する場合のところ、新たに金銭のやりとりが生まれるわけじゃないですか。

そこで、ないとは思いますけど、金銭トラブルになる可能性も若干生まれるのかなというところの懸

念があるんです。そこに関しては、例えば市として何か考えているであるとか、保育園側にどういう

ことを、例えば指導するのであれば指導するとか、あれば教えていただきたいんですが。 

○【川島児童青少年課長】 副食費の徴収につきましては、保育園の園長会のほうともお話をさせて

いただいていて、その徴収方法についていろいろお話をさせていただいているところです。今聞いて

いる中では、口座振替という形をお願いしていくということで大半の園のほうからお伺いをしている

ところですが、中には、おっしゃるように、現金でいただくようなケースが出てくるかと思います。

その徴収困難なケースということも、当然想定は、中にはあるかと思います。国のほうからも、やは

り副食費を取るとなったときに、私立の保育園等の徴収について市のほうから少しアドバイスという

か支援をするようにということで通知も出てございますので、困難な場合については保育園の相談に

乗りながらこちらも進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。今回、新たな金銭のやりとりが生まれるということで、

そういうトラブルを避けなきゃいけないというところで、そこはしっかりやっていただきたいなと思
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っています。 

 もう１つ伺います。今回、幼児教育・保育の無償化ということで無償化をうたっているんですけれ

ども、副食費は取るというところで無償化と言えるのかなと思うところが、やはり私たちはあります。

他の自治体では、今回、副食費を取ることになったところ、市独自の助成制度というのかあれなんで

すけれども、そこの減額制度というのがあるんです。国立市としては、どう考えているでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 委員おっしゃるとおり、副食費の助成について考えている市が何市かあ

るという状況でございます。また、大半は副食費は取るという形で今検討を進めている市がほとんど

でございます。 

 ですので、今の段階では、国立市としても、やはり他市の状況などを見ながら……。主食費も取る

市が、何市かですが、主食費すら取るという市が出てきてございますので、現在の時点では、国立市

も、他市の状況を見る中で、特に副食費を免除とかそういったところ、逆転現象のところについては

少し救っていくということは検討してございますが、それ以上については、現在は考えていないとこ

ろでございます。 

○【柏木洋志委員】 新たに副食費を取るというところで、ぜひ市独自の無償化制度といったらあれ

ですけど、助成制度のようなものを考えていただければなと思います。それは意見までにとどめます。

以上で。 

○【上村和子委員】 幼児教育無償化、10月１日から始まるということで、自治体は大変な苦労をし

て忙しかったと思うんですけど、ここに来て、きょう説明がありましたが、国のほうの基準に43カ所、

後でちゃんと調べたら80カ所以上間違いがあったと。事務的には問題ないけれども、中には３歳以上

とすべきところが３歳未満という根本的な間違いもあったと。そこで慌てて国が官報を出し直すと。

しかし、詳細はまだはっきりしていない。だから、実務上は問題ないから、このまま条例審査をして

いただきたいと。おわびとともに、市長、担当部長おわびとともに説明がありました。 

 それを聞いて、私は、市長とか担当部長、大変忙しい思いをしてここに来て、国が誤りがあったと

いうことで、またまた大変な迷惑をかけられていて、迷惑をかけられている側が謝らなきゃいけない

ということに対して大変な憤りを覚えております。実務上問題ないからといって、80カ所に上る稚拙

な誤りがなぜ起きたかということについては、地方自治体としては、しっかり国に意見を言わなきゃ

いけないし、そのことで自治体がこれほど苦労しているという実態も国に言わなければいけないとい

うふうに思うんですね。 

 何より私があきれましたのは、この件に関してあきれる原因になったのをお聞きしますが、国は、

今回のことで、地方自治体に対して緊急的にこういうことで御迷惑をかけるというようなおわびの通

知みたいなのは文書で出てきたのでしょうか。まずこれを確認させてください。 

○【川島児童青少年課長】 テレビ報道などによると、９月６日の少子化担当大臣の記者会見による

おわびというのは、国民向けのおわびという形でされているところでございますが、現時点において、

特に自治体向け等について正式なおわびという形の文書等はいただいていないところでございます。 

○【上村和子委員】 これ、もしも単独の自治体の条例で起きたら大変な状況でして、議会もそこで

ストップするだろうし、軽いからとか浅いからという形で認められる中身ではないのに、80カ所もこ

ういう間違いが起きたことを、担当大臣がテレビで謝れば済むという話ではないと思うんです。 

 そのことで、実際的に、どうやら40カ所以上誤りがあるということがわかってから、この修正作業

の時間というのはどれくらいかかりましたか。大変でしたか。そんな大変じゃなかったですか。影響
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はどんなふうに出ましたでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 この情報が出ましてから、担当職員、通常の今、例規整備等、無償化に

関しまして規則、要綱等の整備も行っているところでございまして、そちらと平行してこちらの確認

作業も、連日残業しまして行わせていただいたところでございます。 

○【上村和子委員】 本当に残業代を国に払っていただきたい。残業代だけじゃなくて、ただでさえ

地方自治体は10月１日に向けて担当部、担当課、本当に苦労して一生懸命やってきた上に、今回の誤

りで、きょうの部長の説明で５月31日の内閣府令の官報を信じて条例をつくってきて、それが８月30

日に正誤表が出て、慌ててそこから見直さなきゃいけない。まだ現在、詳細がわからないという状況

で、そういう状況になって地方自治体がどれほど具体的な悪影響をこうむっているかということにつ

いては、市長、詳細をまとめて、ぜひ市長会で、市長会として厳重に国に対して抗議をし、おわびの

１つも正式に文書として、末端の担当職員に行くように図っていただきたいというふうには思うので

すが、市長、いかがですか。 

○【永見市長】 この問題、恐らく全国の全ての市町村が影響を受けている案件だと思います。した

がいまして、私どもが、ある意味混乱をし、作業に従事したということは、全国の市町村が同じこと

をやっていると思います。 

 その意味では、利害といいますか、考え方は恐らく全国の市町村、あるいは市というレベルでいい

んですけれども、一致するものと思いますし、26市も同様だと思いますので、東京都市長会等の席に

おきまして、そのようなことをどうするかということを協議させていただいて、今、上村委員がおっ

しゃられたような形、集約できるよう努力をさせていただきたいと思います。 

○【上村和子委員】 これは、私だけじゃなくて、きょう、みんな福祉保険委員全員、議長も含めて

議員は全員そう思っていますし、今、私が口火を切っただけでして、本当に私たちは聞いていて、迷

惑を被った側が謝らなきゃいけないという状況を本当に心苦しく聞きました。逆にお疲れさまです。

大変な作業だと思います。 

 しかも、今回、このようなミスがあるということを発見したのは、国ではなくて地方自治体だった

と聞いております。地方自治体の担当職員が、調べながら、あれ、おかしいといって国に言ったこと

がきっかけになったと聞いております。地方分権で国は対等ですが、私から言わせたら、国は偉そう

だなと思いました。これだけ不備をしていながら、ちゃんと謝らないと。ちゃんと謝っていただきた

い。これは強く望みます。 

 ですから、前提、実務上は問題ない、大きな問題、３歳未満と３歳以上という大きな間違いがある

ので、できましたら、できるだけでも差しかえていただけたらいいと思いますが、それは前提として、

本日はそれを頭に入れながら、国の政令のほうではちゃんと修正ができているということですから、

それを頭に入れながら中身で審査させていただきます。 

 一括審査のほうなので、無償化の次の第47号議案ですか、第47号議案のほうは２つ修正があって、

それは特定地域型保育事業における連携の要件緩和ということで、家庭的保育に関しての連携の緩和

だと。これは今まで何回か出てきております。国の中ではやっぱり緩和しなければ、いろんな地方自

治体の実情の中でなかなか家庭的保育の連携が、提携とか条件整備とか難しいという現実があると聞

いております。しかし、常に国立市の場合は、国立市においての家庭的保育に関しましては、きちん

と連携の保育園もあったりとかして整備されていて、要件緩和しなくても、ちゃんと整っているとい

うようなお話でした。今回もそうだと思います。そのことは大変すばらしいことだと思うのですが、
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そこについて、まずそれで、私の認識でよろしいかということと、国立市では家庭的保育室と普通の

保育園との連携がちゃんとうまく行くという、なぜそういうことができているのかと。できていない

ところとできている国立市の違いというのはどういうところにあるのかということを答えていただき

たいのが１点です。 

 もう一点は、今回、副食費を4,500円を目安に取られるということでした。または、保育料も所得

税を変えたんですよね。都民税のほうに変えたんだよね、所得税から。そのような変更をしたんだけ

れども、結果、すごくうまくやって、うまくやったというのは変ですけれども、私がお聞きしたいの

は、保護者から私のところにも、それで、 初は副食費の件で困るというような話もちらっと 初だ

け聞こえましたけれども、 後のほうには、そのような声も消えまして、クレームというのが私のほ

うには来ませんでした。保護者の人たちの理解というのは得られたんではないか。少しずつ不安な点

はあるかと思いますが、相殺して、やっぱり幼児教育無償化という大きな後ろ盾があって、このよう

な変更によっても不利益は全く生じない、プラスの面が多いということで、副食費を取るとか、それ

から利用料の改定に対しても保護者の納得は得られたというふうに思ってよろしいのか、この２点、

お伺いいたします。 

○【川島児童青少年課長】 １点目の、次の第48号議案になりますので、もしよろしければそちらで

お答えでもよろしいですか。次でまた家庭的保育をやりますので、申しわけございません。（「これ、

第１条違うんですか」と呼ぶ者あり）地域型の中に家庭的保育も入ってございますが……（発言する

者あり）こちらでもお答えをさせていただきます。 

 家庭的保育の状況でございますが、市の関係といたしましては、今、何カ月かに１回、園長会みた

いな形で家庭的保育の方に来ていただいて、こちらとお話をする機会がありましたり、あるいはこち

らの職員から家庭的保育に伺わせていただいたり等、今、連携しながらうまくやらせていただいてい

るところでございます。 

 そういった状況、丁寧な対応をしているという認識でございますので、ほかの市に比べると、家庭

的保育と市の関係というのはうまくいっているかなという認識をしているところでございます。

（「保育園側が理解があるのか」と呼ぶ者あり） 

○【松葉子ども家庭部長】 まず、家庭的保育、昨年の定例会でも、質疑委員さんからもほかの委員

さんからも、家庭的保育を大事にしていくというのが国立の幼児教育において大切じゃないかという

ような御意見をいただいたところです。全国的に見ると、家庭的保育の連携ができているというのは

45％ぐらいしかできていないのが実情です。それがありまして、だんだん緩和をしていって、５年と

いうものが10年というような経過になっていますが、国立市は、幸いにも、本来家庭的保育事業所の

ほうから連携を探さなきゃいけないということで、なかなか家庭的保育自身から連携を探すというの

は、はっきり言って難しいというふうに思っています。それは、まずやはり行政が間に入って、しっ

かり家庭的保育というものを市の地域型保育として位置づけているからこそ、間に入って連携保育を

探させていただいています。 

 それと、国立市は、これまでのとおり、私立さんも、いわゆる社会福祉法人、民のところを株式と

かを入れていないというところで、国立市の中では全体的に、どこの園の子供についても国立市の子

供だという視点を持っていただいて、そこについて家庭的保育さんが例えばお休みをとらなきゃいけ

ない、何とかしなきゃいけないということは、市内全体で保育の継続ということを考えている。この

点が、国立市の一番大きなところかなというふうに考えております。 
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○【川島児童青少年課長】 保育料の見直しに関しまして、保護者の理解を得られているかどうかと

いうところでございます。こちらについて、先ほど上村委員のほうから無償化とセットでというお話

が少しございましたが、無償化が始まるから保育料見直しをさせていただくということではなくて、

保育料見直しについてはずっと議論をさせていただいて、ここである程度整理ができたということで、

たまたま時期が重なったというところがございました。 

 保護者の理解につきましては、保育料の見直しを審議した審議委員さんの中にも、保育審議会の委

員さんの中にも、保護者の方は当然入っていただきましたし、あるいはパブコメですとか説明会のほ

うをさせていただいて、説明会については、各認可保育園に、説明会やりますよということでチラシ

をまかせていただいて周知をさせていただいて、人数来ていただいたところで、そこで説明をさせて

いただいて、特にその場でも反対という御意見は、自分の保育料はどうやったら決まるのかとか、決

まり方の仕組みとか、そういった内容の御質問等が多くございまして、保育料の見直しそのものに対

する反対意見等はいただいていないところでございます。 

 ただいまそのような状況ではございますが、今後も、丁寧に、資料に記載をさせていただいており

ますが、予約制の夜間の相談窓口ですとか、そういったものを設けさせていただいて、今後も引き続

き丁寧な対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○【上村和子委員】 本当に国の大きな幼児教育無償化というものが大きな力に、保護者になったこ

とは感じました。 

 しかし、地方自治体できめ細かにさまざまなところで連携、国立市にある保育園の連携とか、そう

いう意味で努力してきた成果というか、その質がそこを支えているなというふうに、偶然セットにな

っているんですけれども、私は感じました。家庭的保育室を大事にするという空気が認可保育園のほ

うにあるというのはとてもうれしいことだなと。これが本当の地域の子供をみんなで育てているとい

う感じではないかと思っております。それが地域の市民のほうにまで広がっているということもうれ

しいことだと思いました。 

 それで、保護者からもクレームが、あるのでしょうけど、大きな問題になっていないということで

何よりだと思います。副食費に関しても4,500円を目安ということですから、またそれも無料の人も

いるんだよね、状況の中で、ちゃんとそこに行き届いていたと思います。 

 また、私が 大気にしていました幼児教育無償化の対象から外れる、そこに関しましては、またき

め細かに市はフォロー、セーフティネットを張っておりますので、それは補正予算のほうでお聞きし

たいと思います。終わります。 

○【髙柳貴美代委員】 今回、内閣府令の誤りが発覚して、このような事態が起こってしまったとい

うこと、私も非常に遺憾なことだと思っております。また、それを受けて、今のお話聞いてみまして

も、非常に困難な思いの中、短期間でいろいろと調べていただいているということがよくわかりまし

た。やはり、国としては、一刻も早く正しい状況の、誤りを直した形で国立市のほうに送っていただ

きたいと、ここでこの場をかりてお願いを申し上げたいと思っています。 

 今、ちょっとお話に出ましたけれども、第46号議案の代替保育ということに関して、国立市はもう

しっかりと連携ができているということがよくわかりました。しかしながら、今連携ができていると

いうことなんですけれども、３歳児になるときに、今度、保育園に変わるとか幼稚園に変わるとか、

そういう場合に、そこがスムーズに行くように、具体的にはどのようなことをなさっているのか教え

てください。 



－ 13 － 

○【川島児童青少年課長】 地域型使った場合の３歳児以降の受け皿、卒園後の受け皿につきまして

は、現在、ちょっと整備が、連携ができていない状況でございますが、ただ、前も少し御説明をして

おりますが、さらに３歳児以上の保育園に入り直すときに選考のポイントをプラス30ポイントをしま

して、入りやすい状況というのをつくらせていただいて、現在のところ、卒園後、行き先がなくなっ

てしまったお子さん等はいない状況となってございます。 

○【髙柳貴美代委員】 プラス30点というのはかなり大きい数字だと思いますので、そのような形で、

またそのほかにも、今は問題がないということでしたけれども、引き続いてその辺のところもしっか

りお願いさせていただきたいと思います。 

 第47号議案の所得税から住民税のほうの課税の額に基づく方法に切りかえるということで、事務手

続の簡素化と、保護者の方の提出書類の減少というのがここに挙がっております。この件に関して、

ちょっと具体的に教えてください。 

○【川島児童青少年課長】 現在の所得税ベースの算定方法ですと、所得税のデータについては市の

ほうで持っていない形になります。住民税であれば、市民税を課税しておりますのでデータを持って

おりますが、所得税については市としてデータを持っておりませんので、そこは保護者の方から源泉

徴収票なり確定申告をしている方であれば確定申告書の写し等を、御足労いただいてこちらに提出を

していただくという手間を今かけさせてしまっている状況でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 そうすると、今後、そういうことがなくなり、事務書類も簡素化しというこ

とで、今回、こういうふうなことをなさったと思うんですけれども、こういうふうに便利になるとい

うことを保護者の方にはきちっとお伝えできているんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちらの議案につきまして、議会のほうでお認めいただきましたら、改

正の内容につきまして保護者のほうに周知をさせていただきたいと思いますので、そのときに提出書

類等についての御案内も、少し今までよりも簡単になりますよということで御案内させていただきた

いと思います。 

○【髙柳貴美代委員】 ぜひ、具体的に保護者の方がわかりやすく、この点が便利になったんだとい

うことがわかるような御説明をぜひ行っていただきたいと思います。 

 先ほども、夜間窓口をつくって、今後、御相談を受けるなんていうようなお話もありましたけれど

も、今現在で、この10月１日からの幼児教育の無償化というのを、本当にお子さんを抱えた保護者の

方々はどうなるんだろうと、私もよく質問を受けますが、非常に難しいじゃないですか。なので、具

体的な御相談とか御質問とか、今の段階でも相当あるのではないかと思うんですけれども、例えば何

でも相談ができるということでくにサポのほうとか、そういうところにもそのような御相談はかなり

来ていますか。 

○【川島児童青少年課長】 無償化に関する質問につきまして、特にくにサポ等の窓口ではなくて、

こちら、児童青少年課の保育・幼稚園係のほうの窓口にかなり、電話と窓口等でいらっしゃっている

ところでございます。嘱託員を８月から増員いたしまして、以前補正予算を認めていただきまして２

人増員をいたしまして、今、対応させていただいている状況でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 先ほどのお話だと、夜間のという御相談という答えがありましたけれども、

その辺のところの職員さんの対応は大丈夫ですか。 

○【川島児童青少年課長】 夜間相談窓口につきましては、基本的には前日までの予約制ということ

でやらせていただいておりまして、ただ、市報等で今少しＰＲをさせていただいているところでござ
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いますが、現在のところ、御予約はいただいていないというところでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 お仕事を持っていらっしゃる方、本当に大勢いらっしゃると思いますので、

いろいろな形でそういうことをやるんだということを告知していただいて、多くの方々に疑問が解決

するような形をしていただきたいと思うと同時に、今の状況でも、かなり職員の方、御苦労なさって

いらっしゃるのはよくわかりますので、職員の方々のケアといいますか、その辺のところも考えてい

ただきたいと思います。 

 ホームページを見せていただきましたら、幼児教育の無償化の具体的なイメージが載っていました。

これだと非常にわかりやすいので、このような形の広報の仕方ということも工夫していただきたいと

思います。本当にお疲れさまでございますが、10月１日から保護者の方々にとってこの幼児教育の無

償化がしっかりと行えるように、御苦労をおかけしますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○【重松朋宏委員】 何点かお尋ねする前に、内閣府令でたくさんのミスが見つかったという問題な

んですけど、厚生労働省令ではなくて内閣府令だということなんですか。 

○【川島児童青少年課長】 無償化につきましては内閣府の所管となりますので、内閣府令というこ

とで官報等が出されているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 つまり、無償化が決まったのは２年前ですよね。２年間あったのに、スタート

の直前にこんなにたくさんのミスが発覚するというのはなぜだろうと思ったんですけれども、その要

因の１つに、子ども・子育て支援新制度になった後も厚生労働省と文部科学省と、そして内閣府がそ

れを取りまとめているというところがあるんじゃないかなと思うんですね。国立市の場合は、教育委

員会から幼稚園の事務は子ども家庭部という形で独立して全てをやっているんですけれども、国のほ

うは内閣府で、私も省庁交渉みたいなところに行くことがあるんですけれども、結構建物も小さいで

すし、人員も、厚生労働省のような物すごく大きくてスタッフもたくさんいるようなところと比べる

と、本当にあっけないなと思うぐらいスタッフも少ない、小さい省庁の印象もあるんですけれども、

そのあたり、ひょっとすると、国のほうの構造的な問題があるのかなというふうに思います。 

 今後、国に対して、地方自治体の立場でこの問題について言っていくにしても、子ども・子育て支

援新制度のもとで依然縦割りが残ってしまっているということの改善を求めていっていただければと

いうふうに思います。 

 それで、幼児教育・保育の無償化全体についてお尋ねしたいと思います。論点は何があってどう決

着したのか。私は、４つぐらいあるかなと思います。１つは、今の質疑や説明の中でもありましたけ

れども、副食費、おかず代が国の無償化対象から外れたために負担増になってしまう世帯が出てくる

という問題。それから２つ目が、認可外の保育所は保育サービス、幼児教育施設の取り扱い、それか

ら３つ目が、私学助成型の幼稚園の保護者補助金の、国立市がこれまで上乗せで出していた分をどう

するのかという問題、そして 後に、無償化に伴う市の純粋な負担増はどれぐらいで、それはどう担

保されるのかと。市が純粋に負担しなきゃいけなくなるのかどうかという、このあたり、４つぐらい

かなというふうに思うんですけれども、この間の論点とどう決着したのか伺いたいと思います。 

○【松葉子ども家庭部長】 論点については、今、御質疑委員からあったところが大きなところかな

というふうには思います。無償化が始まっただけで、今回の政令の改正もそうですが、やはり国が後

手後手に回っていたというのが正直な感想です。東京都主催の説明会等でも、担当が行くと、本当に

長いとき、３時間、４時間、地方からも来て、なかなか地方だと聞く機会がないから東京まで来たと

ような場合があって、議論がかなりされました。 
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 やはり一番 初にあったのが、認可外保育施設の取り扱いをどうするか。そこのところが一番の議

論だったというふうに思います。当初は、認定の保育園、認可の保育園か幼稚園というのが、認定こ

ども園が基本的な枠の中に入っていたものが、いやいや、そうじゃなく、待機において認可外に行か

ざるを得なかった人たちをどうするんだというような議論がございまして、これがまたその議論の中

では、では、認可外保育施設も対象の中に入れていこう。その次のステップとしては、ただ、施設と

しては対象ですが、そこに行っている人の就労の条件になる。Ａさんは対象ですが、Ｂさんは就労し

ていないから対象じゃないというような、さまざまな条件がございまして、うちとしては、市の保護

者負担軽減を、補正のところでまた御説明させていただきますが、子供がどこに行っても同じように

受けられるようにということで横出しをさせていただいているようなところです。 

 それと、副食費の問題が次にございました。副食費については、国の子ども・子育て会議の中でも

言われていたのが、給食というのはあくまでも小学校では給食なんだから、それは親から取るべきだ

という意見と、いやいや、保育でやっているものは食育でしょうという考え方があって、それは食育

の中で維持するべきじゃないかというような議論がありまして、これも本当にことしの４月、５月ぐ

らいまで全く決まらない状況の中で、やっと５月ぐらいのところで各市が少しずつ、課長会等に行く

と、お互いが様子を見る中で、きょうの意見を聞いてちょっと変わっちゃうかなみたいな、そんな状

況の中でずっとやってきたような状況があります。なので、この副食費の問題のところがかなり大き

かったと思います。 

 あとは、先ほどの市の利用者負担軽減の補助金については、やはりいろいろ議論がある中では、幼

児教育の推進をしていこうというところで、国立市としては独自の考えで新たにそのまま維持をする

というような考えで来ているところでございます。 

○【川島児童青少年課長】 もう一点、無償化の実施に伴う市の負担増があるのかどうかというとこ

ろでございますが、無償化の開始に伴いまして、今までなかった国の補助ですとか都の補助が入って

くるような形になりますので、実際の市の持ち出しとしては減るような見込みで、今、数字を持って

いるところでございます。 

○【重松朋宏委員】 たしか、今年度については国が全面的に面倒を見るという報道があったと思う

んですけれども、来年度以降、年間を通じて無償化されるに当たっては、市の負担は以前よりも減る

と。恒久的に国のほうの補助があると考えてよろしいんですか。 

○【川島児童青少年課長】 来年度以降の試算につきましても、やはり減となる見込みでございまし

て、ただ、これが恒久的かどうかというと、都の補助が年限限っているもの等ございますので、これ

が継続的に続くかというところは、現在においては不透明なところではございます。 

○【重松朋宏委員】 つまり、無償化の本体の部分、これまで保育所の運営費であれば、たしか国２

分の１、都道府県と市が４分の１というようなものについては、国のほうで基本は無償化の補助がさ

れると。それ以外の東京都や市が独自に補助してきた部分については、これまでと同様、続けていく

けれども、今までと全く同じくこれからずっとなるかどうかというのは、それぞれの東京都や市の考

えによって変わる可能性もあるということで、基本、財政的な負担としては減るということで確認さ

れました。 

 あと１点、認可外の保育所については、市の負担軽減という形で補助をされるということなんです

けれども、それは幾ら分ですか。 

○【川島児童青少年課長】 認可外の保育施設につきましては、保育の必要性のある方につきまして
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は無償化の対象となりますので、そちらについては無償化というところの対応となってきます。ただ、

そこの対象になってこない、保育園の必要性のない子等につきまして、市の上乗せの補助をしていく

ということで、現在、検討しているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 保育が必要な子供については無償化されると。それ以外の、幼稚園のような形

で幼児教育で預かって、幼児教育を受けている子供については、市の補助分だけ出るということで、

無償化されるわけではないと。それが幾らになるのか。 

○【川島児童青少年課長】 具体的な補助金につきましては、市の上乗せで、月額になりますが、第

１子3,300円、第２子以降が3,500円という金額になってございます。 

○【重松朋宏委員】 あわせまして、たしか国のほうで５年間の猶予期間をつけて、自治体の認可保

育所だったか保育所にしていくというようなものがあったかなというふうに思うんですけれども、そ

のあたり、説明いただいてもよろしいですか。 

○【松葉子ども家庭部長】 今般の無償化において、認可外施設の取り扱いが出たときに、認可外施

設も入れようとなったときに、どこの施設まで認可外施設で入れるべきなのか。基準がない中で市が、

各自治体が補助金を払うといいますか、補助をするということは、保育の質を一定担保しているとい

うことになるかというふうに思います。各行政が保障したことになりますので、それを受けて、無責

任にできないということで、国の法律の中では、各自治体が、場合によっては認可外保育施設として

対象から外すこともできるし、規定として、保育の質を確保できれば入れるということを、各自治体

の判断でできるよというふうになっているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 ５年間の猶予期間で認証保育所を目指すとかというような話を四、五月ぐらい

に聞いたんですけれども、その方向性というのはなくなったんですか。 

○【川島児童青少年課長】 無償化の対象となる認可外の施設について、現時点では東京都のほうに

届け出のある施設について無償化の対象となるという形となっております。ただ、これが国の言って

いる５年以内に、届け出だけではなくてきちんと基準なりを満たしているということを５年以内にき

ちんと満たしてねというところのお話かと思います。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。基本は、自治体に届け出て自治体が一定の認定をした保育所は、

保育が必要な子供について無償化されると。しかし、国のほうは５年をめどとして認可の保育所にと

いうことですか。違うのか。 

○【川島児童青少年課長】 認可の保育所になってくださいということではなく、ある程度基準がご

ざいまして、そちらの基準を満たすように保育園を整備をすると。人員とか面積とか、そういったと

ころをきちんと整備してくださいねというところが、５年以内にやってくださいというふうに求めら

れている部分でございます。 

○【重松朋宏委員】 その基準というのは、自治体ごとの基準、東京都の基準ということですか。 

○【川島児童青少年課長】 恐らく、この制度は全国的な制度になりますので、国のほうで基準が、

済みません、今具体的なところを持ってございませんが、国のほうの基準という形になるかとは思い

ます。 

○【重松朋宏委員】 ということは、国の基準といったら認可保育所じゃないのというふうに思うん

ですけれども、認可保育所からちょっと緩和されたような基準に持っていってくださいねということ

なんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 認可になるというところは求められていないところからしますと、やは
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り認可まではいかないにしろ、それなりの要件等を満たしてくださいというような状況になるかと思

います。 

○【望月健一委員】 １問だけ質疑させていただきたい。端的に終わらせます。 

 副食費の件です。副食費の徴収を各園が行うということですけど、この徴収の手数料は市が払うん

でしょうか、それとも各園、保育園側が払うんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 口座振替の手数料等につきましては、園長会で、そこを見てくださいと

いうような御要望はいただいているところでございますが、現時点においては各保育園のほうで御負

担をお願いしますということでお話をさせていただいているところでございます。 

○【望月健一委員】 やはり、この手数料に関して、かなり子供の数も多い園もあると思いますので、

そこは改善というか、変えていくべきと考えますが、いかがですか。 

○【川島児童青少年課長】 金額的なところでいいますと、大体各園３歳から５歳児で60人ぐらいい

るというふうにみなしますので、大体手数料100円前後というところでいきますと、月額で6,000円程

度の御負担になってくるかと思います。このあたり、現時点では補助なしということでここで走らせ

ていただきますが、今後も、保育園等の御意見を伺っていく中で、少し状況を見ながら判断してまい

りたいというふうに考えてございます。 

○【望月健一委員】 先ほど答弁で、徴収に関して国からアドバイス、また支援をするといったよう

なことをすべきであるという国からの指示があった、通達趣旨の答弁があったと思いますので、ぜひ

ともそこは御検討をお願いしたいところであります。 

 確認です。これも確認でもう一点させていただきたい。大丈夫ですか、休憩時間入ってください。

10分ぐらいかかりますが、大丈夫ですか。 

○【青木淳子委員長】 質疑が終わるまで。 

○【望月健一委員】 なるべく端的にやります。端的にさせていただきます。もう質疑だけ、とっと

と。 

 先ほど、確認なんですけども、今までの幼稚園の保護者が受けてきた市の独自の補助は、そのまま

維持されるということでよろしいですね。 

○【川島児童青少年課長】 市の上乗せ部分につきましては、引き続き支給させていただくというと

ころでございます。ただ、さらに、今までは保育園のほうで払っている利用料のみが対象となってき

ておりましたので、利用料の補助だけで限度額まで行ってしまっている方については、上乗せ部分、

今まで出ないような方がいらっしゃいました。そこは撤廃をいたしまして、全員に対して幼児教育の

推進という意味合いで一律に3,300円、3,500円をお支払いするという制度を、今、考えているところ

でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 次に入ります。認可外の施設の件がありました。幼稚園類似施設、改めて幼児教育無償化に関して

の取り扱い、伺います。 

○【川島児童青少年課長】 幼稚園類似施設につきましては、施設自体は無償化の対象となる施設に

なりますので、そこに通っている方で保育の必要性の認定のある方、こちらにつきましては、無償化

の対象になってくるというところでございます。それ以外の子供たちにつきましては、無償化の対象

とはなりませんので、その子たちにつきましては、やはり市のほうとして、市の上乗せ分ですね、

3,300円、3,500円の支給をしてまいりたいというふうに考えてございます。 
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○【望月健一委員】 先ほどの部長答弁で、ある方は就労しているが、ある方は就労していない、そ

の差が出てしまうという問題がありました。それは早急に改善してほしい。保護者からも上がったと

ころであります。名前を出してしまいますけど、風の子さん、今度こども園になりますけど、その計

画は順調に進んでおりますでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 富士見台の幼児教室の風の子さんにつきましては、現在、保育所型の認

定こども園化に向けた手続を、今、東京都等と協議をさせていただいているところでございます。 

 園のほうから聞いているところでございますと、開園が３月以降ぐらいになる見込みだということ

でお話を聞いてございます。ですので、ちょっと今、引き続きこちらも一緒に協議に入りながら計画

のほうを進めさせていただいているところでございます。 

○【望月健一委員】 当初は１月と伺っていたんですけど、それが延びたということですか。 

○【川島児童青少年課長】 そうですね。当初の予定と少し遅れるということでお話をお伺いしてお

りまして、３月ぐらいかなという形でお話をお伺いしているところでございます。 

○【望月健一委員】 わかりました。この件に関しましては、かなり保護者の方からも市の当局が頑

張ってくださっているということを、感謝の言葉をいただいておりますので、まずその言葉をお伝え

させていただいて、私の質疑を終わらせていただきます。 

○【青木淳子委員長】 ここで質疑を打ち切り、休憩に入ります。 

午前１１時１２分休憩 

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

午前１１時２５分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 一括して討論に入ります。上村委員。 

○【上村和子委員】 どちらも賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 何より、幼児教育無償化がスタートする、それに伴って国立市は、伴ってということではないけれ

ども、もともと家庭的保育室に関しても、そしてここで偶然重なりましたけれども、保育料の算定方

法の変更につきましても、３つ大変なことがあったわけです。それらもきめ細かに対応ができたとい

うことで賛成をしたいと思っております。大きな力になっていくというふうに思います。 

 これからも、後の補正予算のところで私は、実は一番評価しているのは幼児教育の対象にならなか

った、そこの子供たちに思いをはせて、市単独でもという形で、単独の助成を続けよう、補助を続け

ようとした、この姿勢が、私としては一番大事だと思うし、一番貴重だと思って評価をしております。 

 具体的には、補正予算で質疑をさせていただきますが、この幼児教育無償化というのが、本当に義

務教育まで続く教育の中身が充実するものになるように、ぜひ国立市では頑張ってください。 

 それとは全く異なりまして、今回、 大の問題は、このような 重要な政策の転換に伴って国の対

応が追いつかず、５月31日の 初の内閣府令、官報で基準が示された、この段階でも実は遅いのでは

ないかと思います。この５月31日の官報を待って、全国の地方自治体では大慌てで９月議会に間に合

わせるべく条例をつくったことと思います。ただでさえ遅かった。しかし、５月31日の内閣府令、官

報の中身が、基準に、43カ所、まず誤りがわかり、さらによく調べたら80カ所以上の誤りが判明した。

その判明したのが、実は各地方自治体からのチェックからでわかったと。国がみずから見つけたわけ

ではなかったと。そして、そのことで、それがわかったのが８月の後半、そして９月に入って９月６

日に東京都よりメールが来たということで、それでも詳細はまだ国ははっきりしないという状況で、
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地方自治体は大変な迷惑をこうむりました。そして、現場の担当職員は、この誤りによってさらに残

業を強いられることになりました。そのことに対して、大臣は、記者会見で謝ったそうですけれども、

公式に国として、内閣府として、総理大臣として、そのような多大な迷惑をかけてしまったことに対

する謝罪は、今日まで一言もない、文書でないということも判明いたしました。 

 これは、本当に国による地方軽視であります。そして、そのことで大変な事務の問題、残業までし

て職員の人たちは大変な苦労をしなければいけませんでした。そして、国に成りかわり、国が謝った

という文書が１つもないものですから、地方自治体の首長が、担当部長が議会に対して謝らなければ

いけない。本当に謝るべき責任者が謝らずして、それで迷惑をかけられている地方自治体の首長と担

当部長が議会に対して謝らなければいけないという大変複雑な状況を生み出しました。このことを、

決して私たち地方議会は看過できません。特に私たち福祉保険委員会の委員は、議長も含めて、けさ、

市長、副市長、そして担当部長から詳細な説明を受け、全員が、本来ならこのような欠陥だらけの基

準をもとにあるというこの条例について賛成をしにくい、できにくいものであるけれども、さまざま

なことを考えて、10月１日にスムーズに市民の皆さん方に適用したいということで、みんなが一致し

て、修正前提の審査をしました。これも、私が20年間議員をやって初めてじゃないかと思うような出

来事であります。とっても深い憤りを覚えてなりません。 

 本日は、議長もちゃんとこの全てを見守っていてくれていますし、委員長のほうも、取りまとめる

ことに大変苦労をしました。私は、ぜひ議長、それから委員長に、我々福祉保険委員のみんなの思い

を、やはり議会の思いとして、国に対して、国立市議会として、緊急ではありますけれども、このよ

うなことを二度と国は起こしてはならないこと、そして多大な迷惑を地方自治体の担当部署、首長に

かけたこと、そのことに対してちゃんと謝罪をすること、そしてしっかり検証をしていただきたい。

なぜこのようなことが起きてしまったのか。もしも加重労働という現状があるのならば、それは直ち

に是正をし、二度とこのような誤りは起こさない、そういう仕組みを、総理大臣挙げて、地方自治体

に対してしっかり善処の方法、方策まで述べて、謝罪の文書をつくって謝ってほしい。そのような意

見書を、国立市議会として出したい、出すべきだと思います。このことは、強い要望として、委員長、

議長のほうにお願いしたいと思います。 

 本当に担当部署、残業大変だったと思います。市長もお疲れさまでした。以上です。 

○【柏木洋志委員】 今回のこの第46号議案に関して賛成の立場で討論させていただきます。第46号

議案、第47号議案あわせて賛成の立場で討論させていただきます。 

 まず、今回の幼児教育、そして保育の無償化に関して、いろいろ変更点があったと、まずそこの計

算方式が所得税ベースから住民税ベースの計算方式に変わったこと。各種補助とかも出ると。保育料

無償化に関して出る。副食費はちょっと発生してしまうけれどというところに関して、結果的に保護

者の負担が軽くなるというようなものかと思います。この育児に関して、本当に大変だということも

私も聞いておりますので、その支援施策というところに関しては大変いいことかなということかと思

います。 

 質疑のところでも申し上げましたけれども、１つだけ要望点とすれば、市独自の副食費の助成制度、

これをぜひ検討していただければなと思います。これは意見だけにとどめさせていただいて、賛成の

討論とさせていただきます。 

○【石井めぐみ委員】 私も、第46号議案、第47号議案について賛成の立場で討論させていただきま

す。 
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 他の委員もおっしゃっていましたが、今回、事務の簡素化ができるような住民税ベースにしたとい

うこと、これは大変評価できるというふうに思っています。申請するほうはもちろんですが、それを

受けるほう、これも事務の作業の処理作業が多ければ多いほど、やはりミスを生むんだということが、

今回の内閣府の間違いで、改めて認識をされました。そういったところはなるべくなくしていく方向、

これはとても大切なことだと思います。そういった意味でも、市民税ベースにしていただくというこ

とは大変よかったというふうに思います。そこからさらに、それでいろいろとふぐあいが出ないよう

にということで細かな調整をしていただいた、これも評価できるところだと思います。子供を育てる

方々が安心してこの国立市で子育てできるようにさまざまな配慮をしていただいていることに感謝を

申し上げて、両議案に賛成といたします。 

○【重松朋宏委員】 私も、第46、第47号議案、両方賛成いたします。懸念された課題について、国

の対応が後手後手に回って、そのことに翻弄されていく中で、国立市としては可能な限り頑張ったな

というふうに思います。国立市として単独の補助を、上乗せ分、横出しを大きくする形で拡大してい

るということについて評価したいと思います。 

 ただ、無償化負担軽減に隠れて、実は一部、高所得者の２歳までの保育料は値上げになるんですけ

れども、そのことについても、私としては妥当だろうというふうに容認をいたします。 

 そもそも、幼児教育の無償化、それから低所得者と多子世帯の保育の無償化について、私は進めて

いくべきだろうというふうに思います。誰もが必要なサービスは、本来は所得制限なく無償で提供す

べきであると。そのことに向けて、今回の無償化は一歩前進だというふうに思いますが、しかし、そ

の財源が逆進性の高い所得税になっているというのは、唯一問題であるというふうに考えます。本来

は、全世代型の社会保障の実現こそ……。失礼しました、消費税です。本来は、全世代型の社会保障

こそ累進性の高い応能負担の税によって実現すべきです。でないと、今回のように、所得制限があっ

たり応能性がこれまでもあったサービスを一律に無償化すると、高所得者に恩恵が多いという批判が

国会の中でもされましたけれども、そういう逆転する現象も出てきますので、今後、国においては累

進性の高い税をもって全世代型の誰もが受けられるサービスを実現していっていただきたいと思いま

すし、自治体としても、その方向性で、可能な限り頑張っていただきたいということ、エールを送り

まして、本議案の賛成討論といたします。 

○【髙柳貴美代委員】 私も、第46号議案、第47号議案、ともに賛成の立場で討論させていただきた

いと思います。子供を本当に大切にする政策を打ち出していらっしゃる永見市長の思いがこもった改

正案だと思います。保護者の身になっていらっしゃるというのがよくわかりました。きょうに至るま

で、本当に丁寧に一つ一つ御説明いただき、国立で今どのような施策を行い、保護者の方々にどのよ

うな対応をしていただいているのかということが本当によくわかりました。その説明に対しても、心

より感謝を申し上げたいと思います。とにかく、10月１日から速やかに移行できるように御努力をい

ただくということをお願いしたいと思います。 

 後に、やはり、先ほどの部長の話にもありましたが、国のほうの対応が後手後手に回っていると。

やはり市独自でやらなければいけないこと、また市だからこそ一番国民、特に市民の気持ちがわかる

のは市ですから、なかなかそういうところが国につながらないということがよくわかりました。私も、

私のできる範囲でしっかりと国に伝えていかなければいけないんだなということが身にしみておりま

す。 

 そのようなことも含みおきまして、そして職員の方々の、先ほども申し上げましたが、身体的、ま
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た精神的なケアをしっかりとしていただきながら推し進めていただきたいということを要望し、賛成

の討論とさせていただきます。 

○【望月健一委員】 第46号議案、第47号議案に関しまして、賛成の立場から討論をさせていただき

ます。 

 この議案に関しましては、今後の国立市の子供、そして日本のお子さんをしっかりと応援する、成

長させるためにも欠くべきことができない大切な議案だと考えております。そうした議案であるにも

かかわらず、国のほうでは、内閣府令の誤りですか、があったということに関しましては、大変私自

身も怒りを持っております。先ほど上村委員もおっしゃっていましたが、市単独の誤りであるならば、

これは審査できるかどうかわからない、ぎりぎりの案件であったと考えております。 

 しかしながら、やはり10月１日からの幼児教育無償化をしっかり進めるためにも、この議案に関し

ましては進めていかなきゃなりません。本当にこの議案に関しまして、市の職員の皆様の御尽力、そ

して残業を含めた御尽力に関しましては感謝を申し上げます。 

 そして、国に対しては、議会としても議員個人としても、何らかの意見を言っていかなきゃいけな

いなという思いを持っておりますので、これは福祉保険委員会の委員のメンバーの皆様としっかり意

見を交換させていただきたいと思っております。市の職員の皆様に感謝を申し上げて、両議案に対し

ての賛成討論とさせていただきます。 

○【青木淳子委員長】 それでは、討論を打ち切り採決に入ります。 

 まず、第46号議案についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり、可決することに決しました。 

 続いて、第47号議案についてお諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり、可決することに決しました。 

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

 議題(3) 第４８号議案 国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例案 

○【青木淳子委員長】 第48号議案国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一

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。子ども家庭部長。 

○【松葉子ども家庭部長】 それでは、第48号議案国立市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に

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。 

 福祉保険委員会資料№57をごらんください。 

 改正の趣旨でございますが、先ほど第46号議案で御説明したとおり、国の家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準のうち、連携施設に関する規定について所要の改正が行われたことから、本条

例についても国の基準に倣い改正を行うものです。 

 概要ですが、第６条関係として、連携施設の確保に関する規定の改正を行います。家庭的保育事業

者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が困難な場合、その確保を不要とします。た

だし、この場合において家庭的保育事業者等は、企業主導型保育施設や認証保育所などの施設で市長

が適当と認める施設を卒園後の受け皿の提供に関して連携協力を行うものとして適切に確保しなけれ
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ばならないこととします。なお、国立市内の家庭的保育事業者については、３事業者とも在園児に連

携する市内保育所の確保はできているところです。家庭的保育事業所、また家庭的保育事業所を卒園

後の受け皿については、調整基準指数に加点をすることで卒園後の継続的な保育の提供に努めている

ところです。 

 丸の２つ目、第45条関係です。国立市には該当する事業所はございませんが、保育所型事業所内保

育所について、満３歳以上の児童を受け入れている場合は連携施設の確保を不要とする改正となりま

す。 

 後の丸、付則第３条関係です。一定の条件のもと、連携施設の確保をしなくてよいとする経過措

置の期間を５年延長する改正となります。 

 条例の主な改正部分につきまして御説明いたします。２ページの新旧対照表をごらんください。第

６条第４項を新たに設け、家庭的保育事業者による卒園後の受け皿に係る連携施設の確保が著しく困

難な場合については、連携施設の確保をしないこととすることができる旨を規定します。 

 また、第５項を新たに設け、第４項の規定により、卒園後の受け皿に係る連携施設を確保しないこ

ととした場合、入所定員20人以上の企業主導型保育施設や地方公共団体が運営支援等を行っている認

証保育所、認可外保育施設を卒園後の受け皿に係る連携協力を行うものとして確保しなければならな

い旨を規定しています。 

 ３ページ、第45条をごらんください。第２項を新設し、３歳児以上を受け入れる保育所型事業所内

保育事業所について連携施設の確保をしないことができる旨を規定します。 

 ４ページをお開きください。付則第３条において連携施設の確保に係る経過措置を５年から10年に

延ばす改正を行います。 

 後に、改正付則です。この条例については交付の日から施行することといたします。補足説明は

以上となります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。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。上村委員。 

○【上村和子委員】 先ほど質疑いたしましたので、これには賛成いたします。質疑しなかったんで

すけど、これに合致するか。国立市には家庭的保育室に関してはすごく丁寧にやっておられます。ユ

ニークで、それぞれ個性的です。ゼロ、１、２までですか、これをもっと家庭的保育室がふえるとい

いなと私は思っています。 

 もう一方、事業所内保育所というのもふえるといいなというふうには思っています。国立市の中で、

どこに行ってもどういう場を選択しても、子供がちゃんと安心していられる場づくりというのは、地

域の中でも必要ですし、いろんなところで必要なんだというふうに思います。国立には、保育所型事

業所内保育事業所、これが、済みません、私自身がちゃんと調べればよかったんですけれども、ない

ということですので、これが今から私が言うこととフィットしているかどうかは、ちょっと後で教え

てもらいたいんですけど、私が思う事業所内保育所とこれは一緒だと考えてもいいんですか。その前

提で言いますね、聞けないから。前提として聞きます。違っていたら言ってください。 

 私は、言いましたけど、まず市役所から事業所内保育所をつくってほしいと言っております。市役

所が地域の事業所のモデルになってもらいたいからです。だから、女性が安心して、もちろん男性も

です、安心して働き続けていける職場をつくっていくときに、事業所内保育所というのは避けて通れ
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ないんだというぐらいになってくるといいのではないかと、ひとつ思っております。そういう意味で

は、市は、待機児がいる以上、自分たちの、働く人たちのための保育所というものには、まだもう一

歩先の話だとおっしゃっていますけれども、私は国立市でも市役所が持っている事業所内保育所とい

うものも検討していくことはすごく重要じゃないかということを要望しておきます。以上、賛成の討

論にします。 

○【重松朋宏委員】 私も、本条例案には賛成いたします。今の話で、市役所の事業所内保育、市の

正職員のことだけを考えていると、市の職員の優遇じゃないかという批判も見えてくるかもしれない

ですけれども、正職員以上に600人から700人ぐらい、今度会計年度任用職員という形で、その多くが

女性ということは、かなり小さな子供も含めている世帯が、現実には多いので、そういう働きやすい

職場を国立市につくっていくという視点でも考えてもいいのかなというふうに思います。 

 それから、説明の中でありました卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保はできていないとい

う課題なんですけれども、そのことについては、幼稚園も含めて考えていっていただければというふ

うに思います。幼児教育を行う幼稚園と、幼児教育と養護を行う保育園とでは違うんだという、当然

それぞれの事業を運営している側からのプライドがすごくあると思うんですけれども、一方で、それ

ぞれ国立市内、保育園も幼稚園もこども園も家庭的保育も、それぞれ非常にいい保育や幼児教育をや

っていると思うんです。３歳以降については、今後、無償化がされていきますので、選択肢としてこ

れからさらに考えられていくのかなというふうに思います。以上です。 

○【望月健一委員】 本議案に関しまして賛成の立場から討論をさせていただきます。 

 他の委員の皆様から、事業所内保育所に関しまして御意見ありましたので、私も一言意見を申し上

げます。 

 これは前々から申し上げていますけれども、市役所のみならず、市内の企業や、あとは教育機関で

すね、教育機関からはそこの教員の皆様からも繰り返し要望を受けておりますので、そうした市内に

は教育機関、土地が多く存在している教育機関もございますので、そうした教育機関に関してはしっ

かりと事業所内保育所をつくっていくようにというアドバイスや指導をしっかりと市としても行って

いただきたいということを要望させていただいて、本議案には賛成させていただきます。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり、可決することに決しました。 

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

 議題(4) 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、民生費） 

○【青木淳子委員長】 第50号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案のうち福祉保険

委員会が所管する歳入、民生費の一部を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、令和元年度国立市一般会計補正予算（第３号）案のうち福祉保

険委員会が所管する部分につきまして補足説明をいたします。 
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 初めに、４ページをお開きください。 

 第３表地方債補正についてです。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の負担がなくなったことから、児童発達支援施設整備事業に係る地

方債の限度額を2,580万円からゼロ円に変更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12分担金及び負担金、項１負担金については、令和元年10月より施行される幼児教育・保育の無

償化にあわせて、東京都が多子世帯への補助を新たに実施することに伴い、保育所運営費利用者負担

金を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、歳出の補正予算に対応し、地域生活支援事業費等補

助金など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、歳出の補正予算に対応し、保育所等利用多子世帯負担軽

減事業費補助金を増額するものでございます。 

 10ページ、11ページの 下段から12ページ、13ページにかけてが款18繰入金、項１特別会計繰入金

です。平成30年度決算の確定に伴い、介護保険特別会計繰入金を増減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、令和元年10月より副食費相当額を実費徴収することに伴い、

公立保育所給食材料費本人負担分を追加するほか、平成30年度事業費の確定に伴い、国立市障害者セ

ンター指定管理料返還金を追加するものでございます。 

 款21市債、項１市債につきましては、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の負担がなくなったことから全額減額するものでございます。 

 次に、歳出の補足説明をいたします。18ページ、19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３民生費、項１社会福祉費につきましては、中ほどになりますが、申請件数が当初見込みよりも

増加傾向となっていることから、自立支援住宅改修給付費を増額するものでございます。 

 20ページ、21ページをお開きください。 

 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

の負担がなくなったことから、児童発達支援センター整備費補助金を全額減額するものでございます。 

 続いて項２児童福祉費についてです。22ページ、23ページをお開きください。 

 幼児教育保育無償化に係る主食費及び副食費の取り扱いを決定したことにより、当初予算計上時に

留保しておりました10月以降の主食費相当分としての保育所運営委託料や、公立保育園に係る賄材料

費を増額するものでございます。 

 また、令和元年10月より施行される幼児教育・保育の無償化に伴う東京都の補助制度が決定したこ

とにより、当初予算計上時に留保しておりました10月以降の園児保護者負担軽減補助金を増額するも

のでございます。 

 続いて項３生活保護費についてです。24ページ、25ページをお開きください。制度改正により生活

保護システム改修委託料を増額するものでございます。補足説明は以上でございます。よろしく御審

査のほどお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。歳入、歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には

補正予算書の該当するページを発言していただきますよう、お願いいたします。 
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 それでは、質疑を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、じゃ、私からは１点だけ。歳出の19ページになるんですか。緊

急時しょうがい児等移送費でしょうか。今回、陳情でもって子供が学校を出てから学童に行くまでの

間の移送で大変大きな問題があるということで陳情を出されまして、そこに対して本当に素早い形で

対処をしていただきましたこと、これは本当に感謝申し上げます。子供にとっても保護者にとっても、

１日も欠かすことのできないことなので、これに対して補正という形で対処してくださったことに、

本当に感謝しています。 

 少し心配だったのが、今後ですね。今回、変な言い方ですけれども、対処的療法というか、そうい

う形でもってやっていただいたんだと思うんですが、本質的な問題というのが残っているんじゃない

かというふうに思います。資料としていただいた移動支援事業に関するアンケート調査の中で、登校

も下校も可能であるというふうにお答えになったところがゼロでしたよね、資料のほうでいただいた

ところ。その理由が、人手不足ということで、恐らく時給のほう、単価を上げてくださることで時給

のほうの問題というのは解決がある程度されるのかもしれないんですけれども、ただ、人手不足の解

消というところでは、恐らく本質的な問題の解決、課題の解決というふうにはなっていかないと思う

んですが、これに対してはどのようにお考えでしょうか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 お答えさせていただきます。今言われましたように、介護人材

不足というのは、しょうがい福祉分野だけではなくて、高齢者のほうの介護保険分野におきましても

同じような状況が言えるかと思いますが、特に小学校から学童保育所への移動支援というのは、非常

に短時間、１時間未満ということがかなり多いということが、それからもう１つ要因としましては、

同一時間帯ですね。放課後ということになりますので、同一時間帯の短時間の御利用ということにな

ってきますので、どうしてもそこにスケジュールを当て込むというのが難しいと。事業所さんにとっ

ては、そこに集中して人を手当てするというのが非常に難しいということがございます。その１つの

促しとして、１つは、時給を、ヘルパー報酬の単価を加算をつけて上げていくということはあります。

ただそれは、確かに今言われたように、全体的な問題としてということではなかなかそこに改善に向

かうための施策になるかというと、確かに不十分な部分はございますので、もう１つ全体的な取り組

みとしましては、補助事業、社会福祉協議会さんへの補助事業として介護人材を今後ふやしていくと

いうような取り組みとして、就職面談会、相談会を実施したりとか、それからあとレベルアップ講座

ですね、そういったものも開いていたりとか、それからもう１つ言えるのが講演会ですね。講演会を

して魅力のあるものだということも、魅力があると言っていいのかどうかわかりませんが、こういっ

たようなヘルパーの仕事というのは有意義なものだ、そういったものも含めて周知をしていくという

ことで事業を、昨年度、平成30年度から始めておりますので、すぐに効果が出るというのは難しいか

もしれませんが、そういった取り組みで開始をしていきたいと考えてございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。事業者さんのほうからも、その人材確保に関しての

有効な方法という、御意見のほうはいただいているんですけれども、ただ、私は逆に、介護ヘルパー

というような大きなくくりでもって人材を育てるということではなくて、移動支援に関してはむしろ

時間が短いことでお手伝いできるという方もいらっしゃるんじゃないかと思っているんですね。なの

で、これはそれに特化した人材を選んでいく、育てていくという考え方で市民の方にまず周知をして、

そこから御協力いただける方を募っていくというやり方もあるんじゃないかと思うんですが、その辺

はいかがでしょうか。 
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○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 今言われました御提案というのは、非常になかなかこちらも、

そこまでは考えていなかったところですが、１つ、今、地域参加型介護サポート事業というものを市

独自の事業でやっておりますので、そこはヘルパー資格がいらない方も、そちらの支援、介護者とし

て市に登録していただければ実施できますので、今言った移動支援に特化したヘルパーさんというこ

とも含めまして、そちらの地サポもうまく活用しながら、そういった施策が展開できるかどうかとい

うのは、ちょっと研究していきたいと思います。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。地サポの方も、やりたいお気持ちはあるけど、しょ

うがいを持った子供さんがどういう特性があるかということがわからなくてちょっと心配という方も

いらっしゃると思うので、そこに特化して子供たちの様子なんかもちゃんと見ていただいて安心がで

きるということがわかれば協力してくれる方がふえると思います。よろしくお願いいたします。 

○【柏木洋志委員】 私からも１点質疑させていただきます。25ページの生活保護事業費のところで

すが、まず初めに伺いたいのは、この臨時職員賃金というふうに書かれておりますけれども、具体的

に事務職ですか、どのような仕事をするのか、もし可能であれば伺いたいんですが。 

○【北村生活福祉担当課長】 こちらは、かねてから御迷惑をおかけしております生活保護費の事務

の不適正な処理がございまして、その対応策ということで、もともとケースワーカーが申請処理です

か、被保護者の方から申告書類等を受け取っていたものを一元的に、その方、ケースワーカーが受け

取る形ではなく、ほかの職員が受け取って、それをエクセルで入力して管理をするという形に体制と

しては組みかえたところでございます。 

 30年度までにつきましては、専門の嘱託員が６名いるんですけれども、その方が分散するような形

で対応していったところではあったんですが、やはりその形ですと、専門嘱託員の方にほかの業務等

ありますもので、この業務だけをちゃんと中心になって行っていく職員をつけたほうが安定的に業務

が行えるという考え方から、今回、臨時職員ということで、予算を前倒しするような形もあったんで

すけれども、臨時職員さんにお願いをする形になって一元的に入力をするということを体制として整

えたということになります。以上です。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。昨年とかあった生活保護の受給に関するミスというと

ころに関して、再発防止策で書類管理のようなお仕事ということと思います。 

 私が１つ、これは要望にもなるんですけれども、今のケースワーカーさんのお仕事だとか、すごい

結構過密といいますか、業務量が結構多いのではないかと危惧はしているんですね。いうのも、私も

もとは病院職員だったもので、ケースワーカーさんとかかわるところがそこそこあったんです。病院

の範疇ではありますけれど。そこでケースワーカーさんたちに事務処理といいますか、ケースワーク

の一環としてのという範疇にはなると思うんですけど、果たしてケースワーカーさんたちが本当にケ

ースワークをする上で必要なものなのかどうかというのが分かれているのかなというのがちょっと１

つ疑問に思ったので、そういうのは、必ずしもやらなきゃいけないというものではないんですが、専

門の事務職員みたいなものを雇って仕分けをしたほうがいいのではないかなとは思うんですが、どう

でしょうか。 

○【北村生活福祉担当課長】 おっしゃっていただきましたところも課題であるというふうに認識し

ております。 

 一方で、これはもうかねてからの議論としてあるかと思うんですけれども、ケースワークと事務と

いうものは一体であるというふうな考え方もあります。やはり事務の申請書類ですとか、例えば医療
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の関係のいろんな書類等の関係につきましては、極めてケースワークに密接にかかわってくると。例

えば収入申告とかおむつ代とか、そういう申請ってその方の生活をあらわすものになりますので、そ

の観点から、それを一体として処理するということも１つ考え方としてはあるのかなと。 

 ただ、一方で事務が多くなっているというのは事実でありますので、どのあたりがそれを、軽減等

も含めてできるのかというのは、ちょっとまだ解としてはないんですけれども、現在、第三者委員会

も含めて、この事務の不適切な処理につきまして対応しているところでありますので、そこも含めて、

今後、どのような形ができるのかというのを検討して実施をしていきたいというふうに考えていると

ころです。以上です。 

○【柏木洋志委員】 確かにおっしゃっているとおりで、 低でも私がかかわっていた範囲において

も受給者さんの全部を見ていくというところでは、文書も大事なことが書いてありますし、人を見て

いく上で欠かしてはいけない情報も書類の中にはあるし、さまざまな書類にいろいろ散らばっている

と思うんです。だから、そこの兼ね合いもあり、また例えばもし新しい職員を雇ったりするというこ

とがあれば、プライバシーの問題もありますから、そこだけは守っていただくというか、尊重される

ような形で、なおかつ職員の方が働きやすくなるという形になっていっていただければなと思うのが、

意見としてとどめておきます。ありがとうございます。 

○【髙柳貴美代委員】 19ページの高齢者自立支援住宅改修給付事業費のところで、256万3,000円と

いう増額になっています。これは、浴槽の取りかえとか洗面台とか便器の洋式化というような、そう

いうことだと思うんです。１人20万円の枠でという事業だと思うんですけど、これ、大分ここでふえ

ておりますけれども、この理由を聞かせてください。 

○【馬塲高齢者支援課長】 御質疑いただいた自立支援住宅改修事業でございますが、こちらの一般

会計ということでございまして、介護保険にも住宅改修のメニューはございます。住宅改修の介護保

険のメニューにないもの、もしくは介護保険の認定は受けていないが身体状況が次第に身体機能が低

下しているということで介護保険の住宅改修ではないところから住宅改修費を出すというのがこの事

業でございます。今回、想定されている金額に対して、およそ10人前後多いというところでの見込み

での増額補正でございまして、何分、65歳以上の方が１万7,000人以上いる中での10人前後、上半期

で少し多かったというところでございますので、ここの増額補正の社会的な背景や理由等の分析とい

うのは、正直できていないところではございます。 

 しかしながら、年度の 初のうちの申請等である程度の歳出が見込まれるということが出てまいり

ましたので、下半期に備えての増額補正というところでございますので、何とぞ、そこら辺のところ

は御理解いただきたいかなというところでございます。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 私は、この増額補正というのは非常に大事なことだと思っています。介護保

険のほうではできないこともこちらのほうで使えるということですので、これは意味あることだと思

います。また介護認定をされていない状態の方が早い状況でお家を住みやすくされることによってお

けがなどもすることもなく介護度が進まないというようなこともあると思いますので、私は、このと

ころにも予算の配分というのをこれから考えていくべきじゃないかなというふうに考えています。 

 それとともに、自立支援日常生活用具の給付というのもあると思うんですけど、こちらのほうはや

はり伸びていますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。高齢者自立支援日常生活用具給付等事業といったものが

ございます。こちらも、介護保険認定を受けていない方でも利用できる日常生活用具、身体状況の機
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能が低下しているということは条件にはなるんですけれども、こちらのほうは比較的申請状況として

は余り実績は出てこないというところが多くて、今回も補正等はしていないんです。余り年度によっ

てばらつきがあるといったような状況ですので、トレンドとして増加といったところは現在認めてい

ないところでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。課長は本当に分析をされる課長さんでいらっしゃる

ので、今後とも、こういうことからどういうことが見えてくるかというようなことをぜひとも研究し

ていただいて行っていただきたいと思います。 

 もう一点だけ聞かせてください。21ページの地サポのところです。地域参加型介護サポート事業費

のところでございます。こちらのほうは、本当に速やかに対応していただきましたことを本当に感謝

申し上げたいと思います。前回の議会におきまして、私、地サポの大切さということを申し上げまし

た。地サポ、協力していただいている方にも直接お話を聞かせていただいて、本当に丁寧に、そのお

子さんのことを知りたいからということで、そういう専門書をグループで読んでみんなで頑張ってい

こうというようなお話を聞いたことがあります。今回、保護者の方々がそういう地サポをしてくださ

っている方々のお気持ち、または高齢の方が多いということなので御心配をなさって、そして保険を

今度かけてくださいというようなお願いがあったと思って、その速やかなる対応だと思います。 

 実際に、この地サポをやってくださっている方、このような保険給付というか保障内容がついたと

いうことをお話はもうされていますか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 まだこの補正予算案が通りましたらということで考えておりま

す。個別に御案内はさせていただく予定でおりますので、そこは周知していきたいと思っております。 

○【髙柳貴美代委員】 そうですよね。この補正が通らないとつかないわけですから、まだ今の状況

では言えないと思うんですけれども、非常に保護者の方のお気持ちと、地サポをやってくださってい

る方のお気持ちをつなげていくのが国立市の職員さんのお仕事だと思います。先ほどの石井委員のお

話もありましたけれども、ぜひともいろいろな力があることによって地域で子供が育っていく共生社

会をつくり上げるには、やはり地域の方々のお力が絶対に必要だと思います。私も直接伺いましたが、

もう少し、御自身で御本を読んだり研究はされておられました。市のほうでも地サポをやっていただ

く方の身になっていただいて、講習会というような言葉があれなのかもしれないですけれども、その

ような機会もぜひ持っていただいて、より多くの方々に協力していただいて、一人でも多く地サポの

方がふえることを希望しておりますので、その辺の対処もしていただけますでしょうか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 今質疑議員が言われましたような講習会、また講演会等も、と

りあえず今年度内にもぜひ開催していきたいと考えておりますので、子育て支援部門とも連携しなが

ら、その辺の皆さんの地域の力をおかりできるような状態をつくっていきたいと考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。前向きな御答弁ありがとうございます。今回、縦割

りを外して、本当に多部署間連携をしっかり行っていただいたということが、私は一番評価できる点

だと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○【青木淳子委員長】 ほかに質疑ございますか。 

 質疑の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。 

午後０時１４分休憩 

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

午後１時１５分再開 
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○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。上村委員。 

○【上村和子委員】 私は今議会の初日に、今回の補正予算の中で市がアピールしたいところは何で

すかって突然振りましたら、市長のほうで、今回の補正で特に頑張ったところ、特に市民にアピール

したいところは３点あると言われました。１点目は幼児教育無償化の対象にならないところにどう対

応するかということで考えたこと、そして手当てをしたこと、２番目は、６月議会の陳情を受けて、

しょうがいのある子の学校から学童への送り迎え、送迎について市独自で対応をしっかり協議し、補

正に出してきたこと、そして３番目に、国庫の関係で、北の児童発達支援センターが国庫補助が受け

られた。トイレもそうだという３つでした。そのうちの３つが、全て福祉保険委員会の補正に入って

おります。 

 そういう意味では国立市が福祉に関して本当に力をつけてきて、私も20年ずっと福祉保険委員会一

本できました。国立市の福祉はしょうがいしゃ、高齢者、生活保護、生活困窮者だけでなく、今は子

ども家庭部まで広がって、幼児教育、そして連携という形で、高齢者を含めてもそうですけれども、

地域包括もそうですけれども、答弁を聞いていても力をつけてこられたなと思います。福祉、幼児教

育の国立市と先駆的な実践もでき始めたなと思いながら、質疑に入ります。 

 市長が初日に言った３つの項目についてですが、補正予算の順番でいくと、まずは21ページのしょ

うがいしゃ、６月議会の陳情を受けて石井委員も質疑された部分に当たります。しょうがいのある子

を抱えながら働く保護者からの陳情を受けて、学校から学童までに関して国立市独自の手厚い対応を

したということで、これは大変すばらしいものでした。石井委員のほうは学校から学童だけではなく

て、家庭から学校、そして学校から家庭という朝、午後の送り迎えも、しょうがいのある子を抱えな

がら、働く親にとっては大事な問題なんだという指摘があって、まさしく私もそう思うわけです。 

 この補正については高く評価するものでありますが、１点私が今気になっているのが、医療的ケア

を必要とする子供たちの送迎に関してです。これは地域の学校もそうなんですけれども、特別支援学

校に通っている子供たちが多くいます。特別支援学校に通っている医療的ケアが必要な子供の送迎に

関しては、東京都が頑張っているとはいえ、付き添いの看護師がいないため、親に付き添ってくださ

いという状況があります。国立市の今回の学校から学童という中に、特別支援学校から学童というケ

ースも対象となって含まれているかどうかを、まず１点だけ確認しておきたいんですが。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 医療的ケアが必要なお子さんの特別支援学校から学童保育所等

への移動支援ということですが、この場合、通常、移動支援の介護ありの方ということになりますの

で、単価としまして、今、１時間未満で4,000円ということになっております。そういった意味では

手厚い基準、単価となっておりますので、当然そこはヘルパーさんを使っていただくことは可能とな

りますけれども、ただ、医療的ケアのお子さんですので、医療的な行為が必要な場合がございます。

その場合はヘルパーさんが、例えばたん吸引等の医療行為が必要であれば、それなりの研修を受けた

方ということになりますので、それが実施できるヘルパー事業所というのが限られてくるというのは

ございます。以上です。 

○【上村和子委員】 今回、対象の中に入っているのか、１人いたような気もするんです。それは別

に医療的ケアが必要な子供じゃなくて、特別支援学校から学童という対象の子がいたような気がする

んですけどという質疑なんですけど。 

○【清水施策推進担当課長】 お答えさせていただきます。今回の対象の中には特別支援学校に通っ
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ているお子さんも含まれておりますが、基本的にはそのお子さんは高学年なので、サポートを使わな

いで自分でバス停から学童に通っている状況でございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 特別支援学校の中には、自分で通えるという条件をつけているところもあるそ

うなんですが、先ほどに戻ると、医療的ケア児というのは大変おくれていまして、どこまでいっても

親が付き添いを求められていて、大変な苦労をしているという状況があると思います。国立市もフル

インクルーシブ教育にかじを切りまして、医療的ケアが必要な子供たちが地域の学校に行ったり、そ

して特別支援学校に行ったり、複合したりとか、そういう事例が出てくると思います。 

 特に子供が重度であればあるほど、特に母親が働くことを諦めて、子供を育てるのに専念しなけれ

ばいけないという状況が著しく出てきます。ですから、重度であればあるほど、働いている片方は育

児専業みたいな形になっている人がいるのかもしれないけれども、根本的にはしょうがいのある子が

学校に通う場合、本来は親が付き添わなければいけないという前提条件は、もういいかげん変えるべ

きではないかと根本的に思うわけです。 

 国立市はそのようにかじを切り始めたところですけれども、まだまだ都も含めて親の付き添いを前

提にできている、親もそのつもりであるという人たちがたくさんいます。法律もできましたので、こ

こを変えなきゃいけないと思っているんですが、このサポートを始めた国立市としてこれを皮切りに、

東京都や国に対して、根本的に学校への送迎に関しては、制度の中で親が付き添わなくても済む仕組

みを整えるべきでないかという提言をしたほうがいいのではないかと思います。そのようなおつもり

はあるかどうかを１点伺います。 

○【是松教育長】 特別支援学校に医療的ケアの必要な子供の送迎をどのように円滑に行っていくか

ということでございますが、委員おっしゃるとおり、都としても医療的ケアバスの増発等を行って、

しかもそこに当然ながら看護師を乗せて、医療的介護をしながら送迎するというシステムを今整えつ

つあります。ただし、それは今、緒についたばかりで、全ての方々の要求に全て応じるところまでい

ってない。これは確かでございます。 

 今回、私どももそういう事例を１ついただきまして、特別支援学校等にもさまざまな事情聴取、あ

るいはこちらからの要望をお出しして、何とかならないか。場合によっては、国立市が一部そこら辺

を補助する形ででもうまく通学ができるシステムを、都だけではなくて、市も多少負担してもいいか

ら、そういうことができないかということについてもお話ししてきました。都は全体的な制度の中で

運用していかなきゃいけないので、そのお気持ちはありがたいけれども、それを受けちゃうとほかと

のバランスがとれないから、なかなか難しいんだということもおっしゃっていました。行政ってそう

いうところがありますので、わからなくはありません。特例であそこの市はやっている。特別支援学

校がそこの市のそういったシステムを受け入れたら、ほかの市はどうするんだという問題もあるとい

うことで、それがばらばらにこられると困るので、制度としてどうするかはもう少し考えさせてくれ

ということでした。 

 ただ、そういう問題があるんだということについては、今回のケースに当該特別支援学校も非常に

関心を持ちまして、今後そういうケースもしっかり検討していかなきゃいけないということで問題意

識を持っていただきましたので、私どもも折に触れて、また東京都のほうにはそういった問題がまだ

まだあるということは申し伝えていきたいと思っています。 

○【上村和子委員】 ああ、そうなんですか。都のほうが。実は国立市がこういうふうに重度の医療

的ケアの必要な子供たちの送迎を本気で考え始めたというのは、地域だけじゃなくて、実は特別支援
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学校関係者のほうからもすごく期待の声が上がってきたというのが見えてまいりました。 

 当該の人から間接的に情報が来たんですけれども、特別支援学校とか重身の子供たちの活動を支え

てきた、シモカワカズヒロさんとおっしゃるんですか、ちょっと有名な方がいらっしゃるみたいです

けれども、そのような方からも、国立市がもしもそういう重度しょうがいの子供たちの地域とか、特

別支援学校をつないでいくという、送迎を含めて考えているというのは物すごくすばらしい、ぜひ国

立市から頑張ってほしいと。都がなかなか動かないということを、特別支援学校の中で特別支援学校

を推進していきたいと思っている専門家の中でもジレンマがあったテーマを、一国立市から働きかけ

ていったというのはすごい希望を与えているみたいです。そこに可能性を見出しているという、まさ

しく地域と特別支援学校をつないでいくというので。 

 ですから、国立市だけ特別でも困るみたいに、本当に役人の考え方だなというのをぜひ変えていた

だけたらと思います。一歩進んで国立市が道を開いた事業だと思います。高く評価いたします。 

 次に２番目に出てくるのが、市長が宝くじに当たるようなものだったんですよという児童発達支援

センターの国庫補助がとれたと。これとれたのはなぜなんだと思いますか。とれたのは宝くじという

のはわかったんですけれども、なぜとれたんですか。本当に宝くじみたいに偶然だったんですか。そ

れともとれるための必然的な理由が何か、根拠とかあったんでしょうか。もしあれば。たまたま偶然

だったのか、ちょっとわからないものですから。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 こちら国の補助金が交付の内示ということで、７月ぐらいに整

備を予定しています、鹿児島市内の社会福祉法人常盤会というところになりますが、そちらに内示が

出たということです。今、児童発達支援センターは各自治体に１カ所ずつ設置をということで、国が

そういった方針を示しております。国立市では初めての児童発達支援センターということがございま

したので、そういった国の方向性も踏まえて、国のほうで交付内示が決定されたのではないかと考え

ているところでございます。 

○【上村和子委員】 それって新規事業でやらなきゃいけなくてやるということはよくあることだと

思うんですけれども、国庫補助がつくという、ふだんはつかないものなんですか、たまたまついたん

ですか、こういうことをやったら必ず国庫補助ってとれるものなんですか。それともとれるようにリ

サーチをすごくしていて、タイミングよく補助金申請をしたんでしょうか。どうしてかといったら、

もしも必然性があるのであれば、それをちゃんと研究して、国庫補助がとれるような仕組みを意識的

に持っていったらいいんじゃないかと思うものですから。今回たまたまだったら、たまたまラッキー

ということでいいんですけれども、そこが今よく読めなかったんです。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 実際に窓口になっているのは、東京都が窓口ということがござ

います。そこまでの国とのやりとりというのは、そこまで細かい聞き取りというか、こちらのほうで

情報がとれておりませんでしたので、今言われたような、もし国庫補助を受けるに当たってのそうい

った国とのやりとりの中で何かポイントとなるようなことがあるのかないのかというのは、調べてい

きたいと思っております。もしそこの中で国庫補助が受けられるポイントのようなものがあるのであ

れば、そこは今後の市の予算に生かしていくことにつながってくると思いますので、そこは都のほう

に情報を確認してまいりたいと思います。 

○【上村和子委員】 ここは偶然ではなく、必然に持っていけるように検証してみてください。 

 それから、 後ですけれども、幼児教育無償化の対象にならなかった、そこは本当に人数は少なか

ったかもしれないんだけれども、そこに配慮して、これは介護保険のときに言った言葉で言えば横出
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しというんですか、上乗せではなく横出しをやったということ、それが23ページの園児保護者負担軽

減補助金というものだと思います。これはもともと出していた、対象の人たちにも出すし、所得制限

も撤廃したし、それから横出しとして、今まで幼児教育の対象にならなかった、そこにまで広げた。

風の子については望月委員が聞いたんですけれども、それ以外に本当に少数と言えるインターナショ

ナルスクールや、外国籍の子供たちが通う幼稚園類似施設にも出すと。国立市が横出しをしたことで、

それ以外にも問い合わせ等があったと聞いております。横出しをした成果というか、影響というもの

を当局はどのように捉えられておられますか。 

○【川島児童青少年課長】 横出しに伴いまして対象となる施設は、今お問い合わせが来ている段階

で恐らく３件ほどですか。本来、無償化の制度であれば対象にならないんですが、これをやることに

よって救ってあげられる子供たちが通う施設は、恐らく３カ所ほど今お問い合わせが来ている状況で

ございますので、そこの部分は恐らく待たせることになったということで、幼児教育推進の成果と言

えるかと思います。以上でございます。 

○【上村和子委員】 こういうふうに国立市が3,300円というお金であっても、横出しをしたことで

問い合わせが来るということはすばらしい、これが本当の幼児教育、多種多様な学びを保障するとい

う１つの成果だと思うんですが、ちなみに３件ほどの３件というのはどういうところでしょうか。そ

れだけお伺いします。 

○【川島児童青少年課長】 八王子市にありますスポーツ系の幼児教育施設、そちらも保育認定を受

けられれば無償化の対象になるんですが、保育認定を受けられないと無償化の対象にならないので、

そこが１つと、やはり同じ八王子市にあります保育園というか、幼児教育をやっている施設が１カ所、

あと立川市にあります外国人学校、そちらという形になるかと思います。 

○【重松朋宏委員】 今の委員に続きまして、23ページの園児保護者負担軽減補助金の横出しの部分

について伺いたいと思うんですけれども、これは東京都の制度で、東京都の独自補助1,800円に市の

補助3,300円がつく制度ですよね。市だけで認定して、都の補助はなく、市の補助だけ出るというの

は可能なんですか。 

○【川島児童青少年課長】 上乗せ部分と都の制度につきましては、全く別制度という認識でござい

ますので、特に都から出てないからといって市が出せないとか、そういったものはないかと思います。

以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。都の制度とはまた別物として、市の判断として出ていると。そ

の場合の認定の基準というのは、市のほうで持てると。この施設の保護者については市の補助をして

もよいかどうかという判定は、国立市のほうで行うということでよろしいですか。 

○【川島児童青少年課長】 どのような施設について出すのかということは、市の上乗せ部分につい

ては市の要綱で定める形になりますので、市の判断で出させていただく。御本人に対する認定という

か、施設が対象になるかならないかという部分の判断になってくるかと思います。 

○【重松朋宏委員】 その要綱というのは既にあるものなんでしょうか、それとも横出しをするに当

たって、これからつくっていくというものでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 現在、上乗せ部分についての要綱を持ってございますので、今回のこの

制度開始にあわせまして、そちらの要綱を改正しまして、少し対象を広げていくということを考えて

ございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。既にある要綱に対象を広げると。幼児教育類似施設の中には、
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これまで公的な規制を嫌がって、そういう補助を申請しないような教育施設もあるんですけれども、

場合によってはそういう施設についても市の厳しい基準、公的な介入に見えないようなものであれば、

そういう施設の保護者に対しても補助をすることはあり得るということなんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 どのような施設を対象にするかについては、 終的な詰めを今やらせて

いただいているところになります。ただ、どの施設にも構わず出してしまうということに対しては、

ある程度施設の質の担保も当然必要になってくるかと思いますので、そのあたりはある程度の基準、

あるいは市の職員が見に行ったりとか、そういったことをした上で判断をしてまいりたいと考えてご

ざいます。 

○【望月健一委員】 まずは21ページの児童発達支援センター整備促進事業費に関連して質疑させて

ください。ちょっと記憶が定かではないので、改めてお伺いしたいんですけれども、児童発達支援セ

ンターとこれまでの市の発達支援に関する事業は、どのように連携していくのか教えていただければ

と思います。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 児童発達支援センターにつきましては、発達に課題のあるお子

さんへの支援ということで、今、子育て支援課の子ども保健・発達支援係と事業的にはリンクという

か、連携しなければ実施していけない部分がございますので、当然、子育て支援課の関係する部署と

の話し合い、打ち合わせ等も実施しながら進めてきたところがございます。当然、児童発達支援セン

ターの役割は、そういったしょうがいをお持ちのというんですか、発達に課題のあるお子さんたちで

すので、どう支援していくかということが今後センターの大きな事業目的となってきますので、そこ

をかなり緊密に連携してやっているところでございます。 

○【山本子育て支援課長】 委員おっしゃるとおり、市のほうでこれまで直営で児童発達支援事業を

行ってまいりました。来年度、児童発達支援センターができる中で、今既に市内にあります民間の児

童発達支援事業所とも子育て支援課の子ども保健・発達支援係のほうで連携しながら、発達に課題を

持つお子さんの支援を行っております。 

 さらに、そこに児童発達支援センターが今後加わってまいりますので、当然連携しながら行うとい

うことになるんですが、具体的には児童発達支援センターで通所事業というのを実施する予定になっ

ております。その通所事業につきましては、児童発達支援センターの通所事業は長時間の、まさに給

食なども提供するような通所事業になっております。今市で行っておりますぴーすという通所事業、

こちらは半日の短時間での通所事業ということになりますので、そういったところの役割分担、どの

お子さんにどういった支援が適するかについて、今後も連携・相談しながら進めていきたいと考えて

おります。 

○【望月健一委員】 少し見えてきました。例えば児童発達支援センターの対象年齢とぴーすが行っ

ている対象年齢というのは、たしかぴーすは未就学児だと記憶していたんですけれども、その違いを

教えていただけますか。 

○【山本子育て支援課長】 こちら児童発達支援センターも、未就学のお子さんが対象ということに

なっています。 

○【望月健一委員】 では、そこで仮に時間が長い場合には児童発達支援センターに行き、短い時間

を御希望される場合はぴーすを利用していただくという流れですか。 

○【山本子育て支援課長】 現在も国立市内でより専門的な療育が必要とされるお子さんに関しては、

例えば賀川学園さんですとか島田療育センターとか、そういったところに通っていただいております。
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ただ、そこはすごく遠いところになりますので、市内に児童発達支援センターができることによって、

そういった支援がより拡充していくのではないかと考えております。 

○【望月健一委員】 大分見えてきました。ありがとうございます。 

 後にこれに関連して、民間のデイサービスさんとの事業の切り分けはどういった感じなんですか。 

○【山本子育て支援課長】 先ほども少し申し上げましたが、市内の児童発達支援の事業所は現在４

カ所ございます。そういったところとの連携というのも、児童発達支援センターが中心となって図っ

ていただくということを法人にはお願いしていく予定でおります。さらに市のほうの児童発達支援の

相談は児童発達支援センターでも御相談をお受けする形になりますので、民間の事業所、児童発達支

援センター、市の直営の児童発達支援、これが全て連携しながら、全体的に取り組んでいくというイ

メージでおります。 

○【望月健一委員】 了解しました。ありがとうございます。 

 では、次の質疑に移らせていただきます。他の委員さんも質疑されていましたが、25ページの生活

保護事業費の臨時職員賃金に関連してお尋ねいたします。 

 これはたしか柏木委員も大変よい質疑をされていましたが、私も補足的に質疑させていただければ

と思うんですけれども、先ほど答弁の中でケースワーカーさんの事務の軽減を図るということが１点

と、ケースワークと事務処理は一体であるという趣旨の答弁がございました。これはなかなか難しい

ところがあると思うんですけれども、以前聞いた話で、日中５時ぐらいまではケースワークに当たり、

５時以降は事務作業をしなければならない。よって、必然的に残業しなければならないという構造が

ある。毎年、決算特別委員会などで残業時間の統計が出されると、福祉総務課が圧倒的に多いという

状況の中で、まず１点目の質疑としては臨時職員さんが入ることによってかなり改善はされるのでし

ょうか。 

○【北村生活福祉担当課長】 こちらの臨時職員賃金は事務の軽減という目的ではなくて、済みませ

ん、昨年度以来から御迷惑をおかけしています事務の不適正な処理の対応のために、今回、臨時職員

という形になりますので、事務をより適正にするという観点から、書類の受け取りを別の者というか、

書類を一元的にまずは受け取って、それをシステムに入力するという形の職員になりますので、その

形で事務の適正化を図ったということになります。以上です。 

○【望月健一委員】 そういうことだったんですね。ちょっと私、勘違いしておりまして申しわけあ

りません。 

 では、改めて質疑いたします。現段階ですと、生活保護業務に関して事務の執行に間違いがあった

ことに関しまして、ケースワーカーさんが働き過ぎというか、業務が多過ぎるということも原因の１

つだと私は考えているんです。構造的にケースワークと事務処理は一体である。確かにそのとおりだ

と思うんですけれども、そのためには持っているケースを減らさなければならないと単純には思いま

すが、そのことに当局としてどのような認識を持っていらっしゃるんでしょうか。 

○【北村生活福祉担当課長】 今おっしゃっていただきましたように、事務の負担軽減のあり方とい

うのは１つ課題として認識しているところであります。前段ありましたとおり、時間外勤務というの

は確かに福祉総務課、特に福祉総合相談係が多いというのは実態としてございます。 

 おっしゃっていただいたようなところもあろうかと思いまして、ケースを減らすということにつき

ましても、実際、事務負担軽減という形で、先ほど柏木委員からありましたけれども、仮に事務のこ

の部分については別の者がするですとか、今、委員がおっしゃっていたようにケースを減らすですと
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か、いろんな対応の仕方があろうかと考えてございます。今現在、不適切な事務につきまして、原因、

課題から再発防止策につきまして、第三者委員会も含めて議論をしているところとなりますので、そ

れを踏まえまして今後どのような形がよろしいのかというのを、市全体を含めて議論していきたいと

考えているところです。以上です。 

○【望月健一委員】 御答弁ありがとうございます。今、私はケースを単純に減らせばよいという議

論をしてしまったんですけれども、総合的に考えていかなきゃいけない問題かなとも思っております

ので、これは第三者委員会の御議論をまって、それをさらに福祉保険委員会にしっかりと報告してい

ただく中、意見交換をさせていただければと思っております。私は以上です。ありがとうございます。 

○【青木淳子委員長】 全員の質疑が終わりました。質疑を打ち切り、討論に入ります。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 一般会計補正予算案のところに関しては、他の委員会にて反対というところが

ございますので、反対とさせていただきます。 

○【重松朋宏委員】 本補正予算案につきましては、幼児教育・保育の無償化ですとか、児童発達支

援センター、新たな連携の仕組みが国立市内に誕生することで国立市の負担が軽減されている点を踏

まえまして、かなり市政の福祉が前進する予算であると考えますので、賛成いたしたいと思います。 

 ２点指摘したいと思います。１点は生活保護の臨時職員のあり方、生活保護の担当のあり方でして、

この補正予算の内容は、生活保護の事務の事件を受けての対応のために臨時職員を今回採用するとい

うことですけれども、本来のケースワークにどういう人を充てていくのかというところまで議論が入

っていくものだなということを、今、複数の委員の審査を聞いていて感じました。１人で何世帯受け

持つというあり方自体が、本来は、むしろそのことによって１人で抱え込んでしまうことになってい

たのではないか。 

 確かに係長ですとか、課長の指導のもとで対応することはあったんでしょうけれども、複数の職員

で世帯を受け持ってケースワークしていくことも、今後検討してもよいのではないかと思います。そ

んなことができている自治体は恐らく全国にまだないでしょうし、今のケースワーカーを２倍にふや

すのかというところにまで議論が発展しかねない課題でもありますので、大変大きな課題ではありま

すけれども、今後考えていかなければならないのではないかと思います。 

 それからもう一点が、幼児教育無償化から外れた保護者に対して、国立市が独自の考えで補助を拡

大していくことについてです。私の念頭にあったのは、市内の富士見台１丁目にあるシュタイナー園

の幼児施設、立川市にもありますけれども、あるいは国立市内では 近あんまり聞きませんけれども、

かつては保護者同士が集まって、自主保育のような形で子供たちを見たりということをやっていまし

た。森のようちえんの全国ネットワークの事務局長をされている方は国立市の方ですし、そういう多

様な子供の幼児教育といいますか、子供の成長を見守る施設であったり、人のつながりであったりと

いうものを、国立市が公的に規制していくということではなく、そこのよいところを引き出していけ

るような要綱を考えて、なるべく多くの保護者が国立市の公費で補助を受けながら、そういう場で子

供たちが過ごせるということを拡大していただければというふうにお願いします。 

○【石井めぐみ委員】 私も賛成の立場で討論させていただきます。 

 本来は年に１回の予算組みの中で市のサービスというのは行われていくんですけれども、ただ、人

の命にかかわるようなこと、人の生活に影響するようなことというのは、わかった時点ですぐにきち

んと対処して、課題を解決していく、これも市の大切な行政サービスではないかと思っています。こ

れに関しては、私は補正予算を積極的に組んででも対処していただきたいと思っています。今回の補
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正予算に関しましては、他の委員もおっしゃっていましたけれども、市の方向性ですとか、市長の覚

悟がはっきりと見えるものでしたので、応援したいと思います。 

○【上村和子委員】 私も賛成の立場で討論いたします。 

 今回、初日に市長に聞いて、あれは本当にとっさに聞いたんだけれども、すぐ市長がぱんぱんと出

たというのはすばらしいと私は思うんです。 

 議会では、また議会だよりの中では、補正予算何号でどういう議論があったって、議会サイドの重

点的に大事だと思うのは議会だよりに載っているんですけれども、広報を使って、例えば９月議会に

出した議案のうち、どこに職員の皆さんたちが力を入れたのかということがわかりやすい言葉として

知らされるといいんじゃないかと思いました。 

 そういう意味では今回市長が言った中で、人権としての幼児教育の推進というのがとても国立らし

いと思いました。マイノリティーの子供たちも忘れず、そこに光を当てていったというのが たる評

価されるべきことではないだろうか。こういう政策を国のほうでも、東京都のほうでも、光が当たっ

ていない、そのはざまでこぼれ落ちている、そういうマイノリティーの人のこともちゃんと救えるよ

うな制度が国や東京都でちゃんとできていくように、そういうことを国立市から発信していただけた

らと思います。 

 とりわけ、本日取り上げましたけれども、６月議会の陳情で、しょうがいの子を抱えながら働く親

からの陳情、やっとこういう時代がやってきたというふうに私は思いました。今まではしょうがいの

子が生まれると、その子のために、特に母親は、ここに石井めぐみ委員がいらっしゃいますけれども、

本当に自分の仕事、そして子供を育てる、家庭を支えていく、そういうことでなぜか日本は母親にそ

ういうしんどいことを押しつけてきました。それが 後の 後まで残ってきたのが、医療的ケアが必

要な子供ではなかったかと私は思います。これは石井めぐみ議員が言わないで、ほかの議員が言うべ

きだろうと私自身は思っております。 

 そういう意味で医療的ケアを必要とする親までも働くことを諦めないで働けばいいと思いますし、

子供も安心して学校に通い、行きたいところに通う、そういう仕組みを公が整えていく。このような

親を解放し、子供の自立を支援する、そのような家族支援も含めて、国立市はしっかりかじを切った。

そのことがよくわかる補正でありました。この中身、この精神が、先ほど言ったようにどうか国や東

京都に届きますように。 

 そして今、特別支援学校のほうでも送迎バスは、特に重度の子の場合は親が付き添わないと乗れま

せん。そして、学校に行っても親が付き添わないと、たんの吸引などはしないとだめだという、特別

支援学校なのにまだ親の付き添いを前提とした教育がなされています。これは小池都知事に早急に改

めていただかないと困るところであります。ここも国立市のほうからしっかりアプローチしてくださ

い。 

 １つこういうことを一生懸命やっていくと、これがフルインクルーシブなんだとやっていくと、今、

一番人材が不足している、とてもいい看護師、今、看護師足りないんですね。そういう人たちが国立

市っておもしろいことをやり始めているというふうに、いい人たちが集まってくるような気がします。

川崎市などはそれを先駆的にやっていますので、川崎市にはフルインクルーシブの保育園もあり、そ

こにとてもいい看護師さんが、国立市の住民なのに通っておられるそうです。そこで働きたいという

ことで。ですから、今、見えない地域の中で訪問看護や、これからは在宅医療に対して動こうとして

いる看護師の資格を持っている人、ヘルパーだけでなく、看護師が今足りませんので、そういう人の
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発掘にもつながるような先駆的政策、これを前面にアピールをしてやってください。 

 さらに福祉有償運送とか送迎のサポート、地域で視察も大事ですけれども、車を使った送迎、福祉

有償運送の可能性についてももっと研究、今、来年度に向けて可能性を調査されていると思いますの

で、そこで具体的に運転手をふやす方向で、事業化に向けていいアイデアができたらいいなと思いま

す。 

 後に、幼児教育無償化から外れたところに外国人学校の子供たちのことを入れてくださって、私

としては本当にうれしかったです。国はなぜか外国人学校に関する幼稚園の類似施設を、考えなかっ

たのか、外したのかわかりませんけれども、対象にしませんでした。しかし、今からどこのところで

も外国籍の子供たちはふえてまいります。いち早く、外国籍の子供たちが自分の国のルーツを大事に

しながら、そして日本社会の中でしっかり日本の文化、そして言語も学びながら、両方持ってアイデ

ンティティーを育てていける幼児教育にいくためには、国立市のような横出しを国のほうでもやって

いただきたいと思います。 

 そういう意味では国立市は本当に先駆的な、国際基準に照らし合わせた政策が今回の補正で幾つも

出たと思って評価して、賛成いたします。 

○【髙柳貴美代委員】 私もこの補正予算案に賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 

 一つ一つの事業を見せていただいても、ここで補正をしっかりと組んでいかなければいけないとい

う項目ばかりだということがよくわかりました。しかしながら、福祉を充実させていくためには、一

方で事務の効率化とか、きっちりとその辺のところも見つめていかなければ私は続かないと思います。

なので、厳しく事務の効率化、また都からの補助金、国からの補助金、アンテナを大きく張っていた

だいて、使えるものをしっかりと見つけてつないでいただきたい。今回、運よく得た補助金もござい

ました。これに続いて、そのような補助金もしっかりととっていただきたいと思います。 

 市民にとって福祉の充実ということは一番の願いでございます。しかしながら、それを行うには歳

入も大事でございます。その辺のところも厳しい目で見ていただいて、今後ともしっかりとやってい

ただきたいということを申し上げ、賛成とさせていただきます。 

○【望月健一委員】 本補正予算案に関しまして、賛成の立場から討論させていただきます。 

 まず、移動支援に関しましては、関係部局の御尽力に感謝申し上げます。今後も持続可能な形でで

きるような仕組みをつくってください。よろしくお願いいたします。 

 生活保護業務に関しましては、私もこれからもしっかりと勉強させていただきますので、何が自分

にとって、他人にとって、またそれを受けている方にとって 適なのか、そういったことをしっかり

と考えながら行っていただければと思います。 

 先ほどフルインクルーシブについて上村委員もおっしゃっていました。医療的ケア児の問題に関し

ましては、確かにしっかりと政策、理想と現実という言葉がありますけれども、行政が自分が思う理

想を追い求めていくことによって、確かに人材が集まってくるということもあると思います。私の知

っている方で、市内の方なんですけれども、看護師の方で、大きな病院から、ここ一、二年の話だと

思います。医療的ケア児のケアをする会社を立ち上げてやっている方もいらっしゃいます。行政が理

想を追い求めていけば、市民もそれについていくというか、さらにそれを追い越していくこともある

と思いますので、そういったことは力を入れて行っていただければと思います。以上です。 

○【青木淳子委員長】 それでは、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。 
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〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

  議題(5) 第５２号議案 令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 

○【青木淳子委員長】 第52号議案令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１号）案を議題

といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第52号議案令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１号）案につ

いて補足説明させていただきます。 

 １ページをお開きください。第１条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億

362万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ59億1,773万5,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。10ページ、11ページをお開きください。 

 款３国庫支出金、項２国庫補助金、目２地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

は、平成30年度地域支援事業費の決算に伴い、491万3,000円を増額するものでございます。 

 款５都支出金、項２都補助金、目１地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、

平成30年度地域支援事業費の決算に伴い、307万円を増額するものでございます。 

 款７繰入金、項１一般会計繰入金、目２その他一般会計繰入金は、総務費の執行見込みに伴い、

629万7,000円を増額するものでございます。 

 目５低所得者保険料軽減繰入金は、平成30年度低所得者保険料軽減繰入金の精算に伴い、19万

2,000円の増額をするものでございます。 

 款８繰越金、項１繰越金、目１繰越金は、平成30年度総務費、介護給付費、地域支援事業費の決算

に伴い、１億8,915万1,000円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、システム変更委託料として629万7,000円を増額

するものでございます。 

 14ページ、15ページをお開きください。款４基金積立金、項１基金積立金、目１基金積立金は、平

成30年度介護給付費、地域支援事業費の決算に伴い、第１号被保険者保険料分を介護給付費準備基金

に積み立てるため、7,846万5,000円を増額するものでございます。 

 16ページ、17ページをお開きください。款７諸支出金、項１償還金及び還付金、目１償還金及び還

付金は、国・都支出金等返納金に係る経費を、平成30年度介護給付費及び地域支援事業費の決算によ

る返還のため、8,809万7,000円を増額するものでございます。 

 項２繰出金、目１一般会計繰出金は、平成30年度総務費、介護給付費、地域支援事業費の決算に伴

い、一般会計へ返還するため、3,076万4,000円を増額するものでございます。 

 以上が、第52号議案令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第１号）案の内容でございます。

よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 では、１点だけお願いいたします。11ページの歳入ですけれども、これはも

ちろん予想を立てられるようなものではなかったと思うんですが、１億8,900万円の繰越金がありま

す。これに関しては分析ということはできているんでしょうか。 
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○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。前年度繰越金というところでございますけれども、この

繰越金の原因の多くは、介護給付費について計画時よりも給付費が少なくて済んだというところが一

番大きいものと考えてございます。そのほかにも事務費関連等、幾らかの余剰金が出ていたところで

ございますけれども、一番大きいものは給付費というふうに考えてございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 介護給付費が思ったより少なくて済んだというのはとてもいいこととは思う

んですが、額が余りにも大きかったので、これは具体的にはどのようなことでこれだけの差額という

か、見込みの違いが出たんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。介護給付費でございますけれども、こちらにつきまして

一番大きかったと所管課として考えてございますのは、計画策定時よりも認定を受けている高齢者の

方の認定の度合いですね、より軽度者の方が多かったというふうに、計画策定時の推計値と比較した

場合に結果として出ております。実際には要介護１の方を中心とした軽度者の方が、実績値と計画値

との差が、要介護１で平成30年度については123名、推計よりも軽度の人が多かった。逆に、要介護

４と言われる比較的重度の方については、計画策定時の推計よりも101名ほど少なかったというとこ

ろがございまして、介護保険の保険給付については介護度が重い方のほうが給付の単価も上がるとい

ったサービス種類が多うございますので、 終的に給付費が当初の見積もりよりも少なくて済んだの

ではないかと考えてございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。ちょっと私の理解ができてないのかもしれないんで

すけれども、要介護度４とか５からよくなるということはなかなかないとは思うんですが、100名ぐ

らい少なくて済んだというのはどのような分析をしていらっしゃいますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 介護度が変わるということは、通常は介護度がだんだん重くなっていく

ところが多いというのは私どもでも考えてございます。一部例外的に脳梗塞や脳出血等からリハビリ

を通じて介護度がよくなる方もいらっしゃいますが、全体的なトレンドとしては、介護度は軽いほう

から重いほうにだんだん変遷していくのが一般的でございます。 

 現状、高齢者支援課内で介護保険のシステムから分析したところでは、要介護１の方についてしか

現在では分析できていないんですけれども、介護１から重度化しなかった人の割合というのが、10年

前の平成18年から21年にかけての３年間と現在の28年から31年までの３年間とで比較した場合に、介

護１だった方が介護１もしくは要支援といった、重度化しないで済んだ方というのが10年前は

22.29％でした。これは471人中105人という割合でしたが、10年後の現在では、732人の要介護１の認

定のついていた方のうち、279人の方が、要介護１もしくは要支援だったということで、38.11％の方

が介護度について維持もしくは、少数ですけれども、改善した方も中にはいらっしゃったといった分

析ができておりまして、こういったトレンドは、計画策定時よりも今のほうが重度化する人が少ない

といったところにもつながっているのではないかと主管課としては考えてございます。以上でござい

ます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。重度化する人が少ない、もしくは介護認定から支援

のほうに変わっている方もいらっしゃるということで、ここ数年の国立市の取り組みの中でもしかす

ると効果を発揮しているものがあるかもしれませんので、これはこの先もしっかりと調べていただき

たいと思います。以上です。 

○【柏木洋志委員】 13ページのシステム変更委託料について、具体的にどのようなシステムか伺え

ればと思います。 
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○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。今回計上させていただきました介護保険システムの変更

委託料でございますが、本年度、10月から消費税が10％に増税されることに伴い、介護保険の報酬体

系の保険の点数も改定されることになりました。この点数表の改定、あとそれに伴って、介護職員の

処遇改善加算という加算の体系も新たに加わってくるところでございまして、そこに対応するための

システム改修ということになってございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 私も他の委員の質疑に続きまして、11ページの繰越金が１億9,000万円程度出

て、それが14ページ、15ページの7,800万円ほど積み立てすることができたという分析についてです。

先ほどの答弁の中で、要介護１から重度化しなかった人の割合が、10年前と直近を比べて22％程度か

ら38％とかなりふえているということですが、これはその人の追跡調査の結果ですか、それとも単純

に人数を比較してのものでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 先ほど答弁の中で申し上げました要介護１の方が３年後にどうなったか

といったところでございますが、こちらはコンピューターにのっている個人の番号を通じて追跡を行

ったものになってございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。つまり確実に要介護１だった人が、１にとどまる人が多かった

ということは分析されていると。なぜそうだったのかというのはこれからだとしても、ということが

わかりました。 

 それでは、要介護４が少なかった、あるいはほかの介護度の人たちが重度化していなさそうだとい

うことについての調査はまだされてないと思うんですけれども、これからしていくことは可能でしょ

うか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 委員のおっしゃるとおり、他の介護度の方が時間経過を経てどのように

変わっていったかというところは、まだ分析ができていないところでございます。ほかの介護度の方

も当局としては必要と考えておりますので、今後、分析を進めていきたいと考えてございます。 

○【重松朋宏委員】 分析した上で、その次にはどういう施策が効果があったんだろうかという検証

に進んでいただきたいと思います。 

 要介護１にとどまる人が多かったことというのは、それだけ聞くと非常によいかなとも思うんです

けれども、ちょっとうがった見方かもしれませんけれども、逆に事実上、要介護２や３に重度化して

いるんだけれども、介護認定の申請がほっとかれて、要介護１のままになっていたという可能性はな

いでしょうか。というのも、2018年からたしか再申請の期間が、自治体の負担を軽減するためという

ことで、たしか６カ月から 長３年か何かに延びたというのがあるので、そうすると特にひとり暮ら

しだったりすると、申請主義なので、申請されないと要介護１のままで、要介護１のサービスしか受

けないままになっている人というのもひょっとすると出てきている可能性もあるかなと思いまして、

その可能性について伺いたいと思います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えさせていただきます。要介護１で認定が出た場合の認定の有効期

間が、以前より現在のほうが長いといったところもあるところではございますが、通常、介護保険を

利用されている方にはケアマネジャーがついておりまして、要介護１以上の方の場合であれば、居宅

介護支援事業所と言われる事業所のケアマネジャーは、月に１回の訪問が義務づけられております。

こういった月に１回の訪問でその方のサービスの利用状況、あるいは身体の状況等が適正に保たれて

いるかどうかというのは、モニタリングという言い方をするんですが、常に専門職の方の目を通じて

確認していただいているところでございまして、明らかに介護度が介護１じゃなくて、これは３なの
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ではないかとか４なのではないか、このままの状況では保険サービスを適正に使っていくことができ

ないのでないかといったことが判断される場合には、変更の申請という手続をとることで、いつでも

再度認定をとり直すことができるような仕組みになってございます。 

 逆を言うと、もしそれを意図的にしないということは、ある意味虐待にもつながるということにな

りますので、そういったことのないように、市としては介護保険の事業者さんにも常に情報を発信し

ているところでございますし、あるいはもし認定をとっても保険サービスを使わない、そのまま悪化

しているという方がもしいらっしゃるんだとしたら、逆にこちらがつかまえていかなければいけない

ということになりますので、御近隣の方の目も含めて、あらゆる形で見守りをしていきたいと考えて

ございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 私も同じく繰越金が出たというところで、これは事前に馬塲課長から丁寧な分

析をしていただいたので、各委員が一歩突っ込んだ質疑ができていると思います。 

 １つお聞きしたいのは、そういうことで繰越金が出た、そのうちの7,846万5,000円を余剰金として

基金に積み立てましたとあるんですが、今、介護給付費準備基金はこれで幾らになりましたでしょう

か。 

○【馬塲高齢者支援課長】 昨年度末の介護給付費準備基金の積立額がおよそ３億8,000万円でござ

いましたので、この補正予算案を認めていただいて7,800万円を積むということになると、４億5,800

万円、端数の関係でたしか４億5,900万円になるかと試算してございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 ４億6,000万円ぐらい介護給付費準備基金が積み上がる。次回の介護保険の改

定というのはいつごろになりますか。そのときにこれだけ介護給付費準備基金があったら、今度介護

保険の料金を決めるときに、値上げ幅をここで十分 小限にしていくぐらいの基金の積み上げのよう

に思えるんですけれども、次回の改定に今回の7,000万円というのはすごくいい影響を及ぼすと思っ

ていいでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。介護給付費準備基金を活用して、保険料改定の際に値上

げ幅を少しでも抑えるということは、これまで国立市でも行っていたところでございます。介護保険

の事業期間は３年間を単位としておりまして、現在の第７期は平成30年度、令和元年度、令和２年度

の３カ年間ということでございますので、次回改定は令和３年度の保険料となるところでございます。

今回積み立てた基金が実際に使えるかどうかは、この後の令和元年度と令和２年度の決算も含めた上

で考慮していかなければいけないことにはなるのですが、保険料改定の際に、そのときの介護給付費

準備基金の積立額に応じて、少しでも保険料水準を適正に保っていけたらというところは主管課とし

て考えてございます。 

○【上村和子委員】 あと１年半後ぐらいになってくるんですけれども、見通しとしては、この介護

給付費準備基金というのが突然またがんとふえることはあるんでしょうか。それとも今回出た事業計

画よりも低目で推移していくような、どういう見通しですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。将来に向かっての見通しということになるので、必ず当

たるかどうかというところはどうしてもついて回るのですが、10月からの消費税増税に伴っての点数

改定がございますので、そこの影響も見ながらということになります。通常、現状の情勢では高齢者

人口はふえる方向でございますので、右肩上がりに給付費はふえていってございます。 

 今回、対計画というところでは余剰金が積めるという形にはなったのですが、実際に対前年度とし

て比べてみるときには給付費は伸びておりますので、それに伴ってお金の支払いのほうはふえていく
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ところでございますので、初年度は積み立てられたんですけれども、２年目、３年目が同じように積

み立てられるかどうかというのは慎重に見ていくところになろうかと思います。 

○【上村和子委員】 説明の中では右肩上がりに上るということは、被保険者もふえてきているから、

保険料を払う人もふえるわけだから、分母もふえていくわけですよね。それで分母がふえて、介護が

重い人が減ってくれば必然的にこの傾向が、いい意味ですよ、楽観的ですけれども、いけるんじゃな

いかと思うんですけれども、そういう読みというのはあまりしてないということですか。してなくて

もいいんですけれども、簡単に。 

○【馬塲高齢者支援課長】 単純に高齢者の数というところでは増加しつつ、認定者が減ればお金の

必要性は少しでも和らぐんじゃないかというところは委員のおっしゃるとおりでございます。 

 しかしながら、介護保険の利用については、認定がついている方の８割から９割は75歳以上の方と

なってございまして、同じ65歳以上の高齢者の中でも75歳以上の方が占める割合というのは、パーセ

ンテージとしてはだんだん今ふえているという状況で、65歳に到達する方よりも75歳に到達する方の

ほうが多いというところがございますので、それは毎月毎月の水準も見ていきながらというところに

なってございますが、あとは重度化がどれだけ防止できているのか、それの理由はなぜなのかという

ところがわかってくれば、より見通しも立てやすくなるかと考えてございます。 

○【上村和子委員】 では、１億8,000万円の中で給付費が減ったということが担当課の分析によっ

て見えてきたんですが、これは推測としては国立市の介護予防事業、特に地域包括支援センターが直

営のために困難事例を早目に手当て、丁寧に手当てできているという政策の勝利というか、それがお

金に反映してきたというふうに私は思いたい、皆さんも思いたいんでしょう。でも、それを証明する

ためには、他市との比較というんですか、もしもどこの市でも同じような状況になっているんだとし

たら、これは別の要因だと思うんです。だから、担当課長会で、国立市は分析したらこうなんですけ

れども、おたくの市はどうですかという比較検討みたいなのはされたことあるんでしょうか、それと

も今後もされる予定はありませんか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 個々の被保険者の方を捉えながら、時間経過を見ていくといった分析は

通常の統計ではございませんので、各市で持っているコンピューターシステムと、それに応じてどれ

ぐらいそれを使える職員がいるのかというのは各市まちまちだと思いますので、今まで他市に対して

そういったことを聞いてみたことはないところでございます。ただし、今後については広域的に調べ

ていけないかどうか、これは東京都さんが音頭をとってくれるか、あるいは厚生労働省は全国的にこ

れをビッグデータとして取り扱った分析をしたいというところも出していますので、今度、課長会に

出るときには聞いてみたいと考えてございます。 

○【望月健一委員】 他の委員さんの質疑に引き続いての、そのまま聞きますけれども、平成18年４

月１日で要介護１だったものが、平成21年４月１日で維持・改善した割合が22.29％、平成28年４月

１日から平成31年４月１日の要介護認定で維持・改善した割合が38.1％、単純に考えると本当にすご

い話だなと思っています。まさに政策の勝利なのかなと私も思っています。そこに至る要因をまずし

っかりと分析していただきたいと思っているんです。難しい質疑になるかもしれませんが、現段階で

維持・改善した割合が大幅に改善しているというのは、要因としては何が考えられますか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。あくまでも仮説でしかございませんけれ

ども、私どもがやっていた中で幾つかそうではないかなというところが、１つは介護保険サービス自

体が、平成18年のときのデイサービスは１日型の、行ったらお昼を食べてゆっくり過ごすというデイ
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サービスが多かったと思うんです。 近では運動機能の強化型のデイサービスということで、半日型

のパワーリハビリに特化したようなデイサービスがある。そういうのを活用する方々がいるので、そ

こで運動機能等が維持できるというのがあるのかなというのが１点です。 

 もう一点が、ケアマネジャーさんがケアマネジメントをしておりますので、その視点が本人の意思、

いつも言っていますけれども、本人の意思を尊重して、要介護になっていてもその人らしく自立した

生活ができる。そういったケアマネジメントをするという意識を持って取り組んでいるということが、

ここで変わってきていることかなと思います。例えばケアマネジメントの中に、介護保険の保険サー

ビス以外のインフォーマルなサービスをケアマネジャーさんが取り込んで、例えば地域の集いの場と

か、その方が今まで生活してきた中でつながっているところに出向くような支援もケアプランに入れ

たりですとか、あと民間の自分が楽しめるダンス教室とか、そういったところもケアマネジメントす

る、維持できるというところにつながっているのではないかと思っております。 

 あと 後、１点なんですが、医療と介護の連携、多職種連携の視点です。入院をされて退院する。

かなり早期の退院に今なってきている中で、退院後にどれだけ今までの生活に早く戻せるかというと

ころが連携の必要なところになるので、そこの取り組みがこういった効果になっているといいかなと

いう、済みません、仮説ですが、３点伝えさせていただきます。以上です。 

○【望月健一委員】 まさにすばらしい分析ありがとうございます。運動機能の強化をするようなリ

ハビリがふえてきたことや地域とのつながり、インフォーマルなつながりに対する、医療も大切です

が、こういった地域とのつながりを持つこと、そして身近な方たちとのつながりを持ち続けることか、

結果的に健康にもつながるということはよく言われることなので、その分析は多分、私も正しいと思

いますし、医療と介護の連携、これも賛否あると思うんですけれども、早く退院することによって衰

えた筋力もそれだけ早く回復できる。入院期間が長ければ長いほど筋力が落ちるというのは自明のこ

とでありますので、そういったことも効果を上げているのかと思っております。 

 これは今出せなくてもいいので、ちょっとお尋ねしたいんです。後日でも構わないんですが、こう

いったデータは出せるでしょうか。今、平成18年から平成21年の維持・改善した割合のデータはいた

だきました。また、平成28年から平成31年までの維持・改善したデータはいただきました。３年間ご

とに区切って行われております。例えば平成21年から３年後ですから24年、３年ごとのこうした維

持・改善した割合を出せれば、かなりわかってくると思うんです。例えば佐藤前市長の時代に365日

安心・安全の在宅介護みたいなのを始めて、大川部長を先頭に物すごい先進的なことを行ってきたと

思うんです。その間のデータがわかれば、どこの時点からほぼ倍に近い維持・改善のあれが始まって

きたのかわかると思うんですが、そういったデータって出せそうですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。介護保険のコンピューターにはそのデータは全部おさま

っておりますので、今言っていただいた平成21年から24年ということであっても数値を出すことはで

きます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 あともう１つ、これは後日で結構です。出せると思うんですが、例えば介護認

定を受けている方だと、その多くは75歳以上だと思います。全75歳以上の方のうち、介護保険の認定

を受けた方の、例えば10年の経年的な割合が出せれば、どれだけ市の介護予防事業が功を奏して介護

保険に至らなかったのか、または重症化しなかったかということがわかると思うんですけれども、そ

ういったパーセンテージみたいなのは出せますか、または有効だと思いますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。介護保険の認定についてということであれば、国立市の
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被保険者の方について１名１名の記録は残ってございますので、そういった形で認定状況がどう変遷

していったかというところは分析することはできます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。こちらに関しましては非常に感銘を受けたデータだと

思っておりますので、たしかさきにいただきました第２次基本計画の医療と介護の連携の中にも、デ

ータをしっかりと駆使しなさいみたいな記述もございましたので、こうしたデータを駆使してやって

いただければと思います。 

 あとは意見にとどめますが、たしか追跡調査を行ってのデータとも伺いましたので、ケアマネさん

に維持・改善した方はどういった生活状況だったのか、またこれは反例になるんですけれども、残念

ながら状態像が悪くなってしまった方は、どういった生活状態を経てそうなってしまったのかという

ことを調査・分析していただければと思います。以上です。 

○【青木淳子委員長】 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。 

午後２時３５分休憩 

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

午後２時５０分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。髙柳委員。 

○【髙柳貴美代委員】 では、１問だけさせてください。私も先ほどの皆さんのお話に引き続いてや

らせていただきたいと思います。 

 11ページの前年度繰越金に関してです。馬塲課長がくださった資料を見せていただくと、先ほど皆

さんの御意見からもあったように、確実にいい状況になっているというのがよくわかります。私も地

域で高齢者の会のお手伝いなどをさせていただいていると、確実にこの二、三年で大きく変わってき

たなというのをすごく感じます。 

 それは３年前とかですと、ぐあいが悪くなったときとか、家族でお困りのときとか、どこに相談し

ていいのかわからないという状況から始まったと思います。それが今は地域包括支援センターに遠慮

しないで、いつでも電話すれば大丈夫なのねというのがわかったことによって、皆さんすごく心豊か

になられたように私も実感として感じています。そうなってくると、以前は要介護の認定をとるとい

うことが、まずはとっておこうという感覚をお持ちで、それで要介護度を高くとればいいんだという

ことをおっしゃる方も、正直多かったと思います。しかしながら、今、そうではなくて、その時々に

応じて自分の確実な今の状況をつかむということが介護認定であって、認定をとった中で自分に適し

たサービスをいかに利用するかということが、皆さん本当にわかってこられたなと感じております。 

 この表を見せていただくと、要介護２というところも、平成18年４月１日から平成21年４月１日よ

りもちょっとふえているけれども、数はあれですけれども、割合的にいうと非常に下がっているとい

う状況があります。私は要介護２というのがかなりのキーポイントというか、３になってしまうと、

特養に入る要件にもなりますし、ここが非常に重要だと考えております。ここに至るまでに要支援か

ら、また要支援に、前は要支援にはならなかったのという、文句ではないですけれども、そういう感

じでおっしゃる方が、今は私は要支援ではなかったとおっしゃり、先ほどのところでも要支援になら

なくても使えるサービスがあるんだということをわかってこられた方もいらっしゃると思います。 

 その辺のところなんですけれども、実際に毎日、本当に細かく活動していただいて、いろんなとこ

ろに行っていらっしゃる地域包括ケア担当の葛原課長から見られて、 近この３年ぐらいでこういう
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ところが変わってきたなというところがありましたら教えてください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 御答弁申し上げます。今、髙柳委員おっしゃいましたとおり、

市民の方々の意識が本当に変わってきたなというのは、私たち地域に出向いていってお話を伺う中で

感じるところです。健康寿命のことですとか、病気になっても、認知症になっても国立市で安心して

過ごすことができるんだよねという話から、いろんなところで伺うことができます。 

 介護保険というか、介護が必要になって介護度がついた、それでおしまいではなくて、病気になる

こともありますし、認知症になることもあります。そういった中でも国立市で安心して暮らせる、そ

してできれば予防、自立に向けてできるところを、もっと積極的にいろんな場面で、引き続き皆様方

と対話しながら伝えていきたいと思いますし、また市民同士の中でもかなり伝言というか、市民から

市民へ伝えていただいていることも多々あります。今、ひらや照らすのほうでも、活動されている方

がそこで相談に乗っていただいて、包括につなげていただくということも非常に多くやっていただい

ておりますので、そんな広がりも今後期待していきたいと思っております。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。本当に各所に介護予防の団体もふえて、団体ごとの

中でまたまとまりができて、そこの中でのお困り事が地域包括支援センターのほうにつながっている

ということも、大きな要因の１つではないかと思います。市民一人一人が自分事と捉えて、介護保険

というと難しいな、介護認定ってどうなんだろうとかって、そっちから入ってしまうんですけれども、

自分たちがどう生きて、 期までこのまちで安心して暮らしていけるかという中にこういう介護認定

があるんだということを、ぜひともこれからも啓蒙していただきたいと思います。 

 その中で地域包括の立場から、今もちょっとお話しいただきましたけれども、今、医療計画をつく

っていらっしゃって、みとりということに関しても私びっくりしました。この半年ぐらいで、自分の

死というものをどう捉えるかということに関して非常に進んできた。いろんなところで勉強会が立ち

上がり、自分が生まれてから死ぬということを敬遠せずにきっちりと見つめて、自分で考えていこう

というお気持ちの方々が本当にふえたということ、タブー視されていた死というものを、医療計画を

扱ったことによってすごく変わったなと地域で感じております。 

 後に、馬塲課長からその辺のお考えをお聞かせください。 

○【馬塲高齢者支援課長】 市民の意識ということについての御質疑でございますが、先ほど委員の

おっしゃられた地域医療計画についての市民勉強会、そのほかにも教育委員会を通じての出張出前講

座等、市民の方と高齢者支援課の職員が席を同じくして意見を、あるいは情報を交わす場面もござい

ますので、そういった一つ一つの場面を大切にしながら、市民の方に正しい介護保険制度のあり方、

制度のあり方と言うと大上段でございますけれども、生活の中でどうやって保険を使っていくのか、

正しい保険を使うことでどうやって支援の必要な方が日常生活を継続していけるのかといった意識を

少しでも持っていただけるように、適切な情報提供をしてまいりたいと考えてございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。本当に適切な情報を提供していただいて、介護保険

をどう使いこなすかということまで、国立市の場合は進んでいると思います。なので、その辺のとこ

ろになお一層力を入れていただいて、本当に 後まで安心して暮らせる地域包括の整ったまち国立を

目指していただきたいと思います。以上です。 

○【青木淳子委員長】 全員の質疑が終わりました。質疑を打ち切り、討論に入ります。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 第52号議案に関しては反対という立場にさせていただきます。 

 今回、このシステム改修は、消費税改正に基づくシステム改修以外のところもあると御答弁いただ
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きましたけれども、消費税に基づくシステム改修というところが含まれているものであって、そもそ

も私たち日本共産党は消費税増税に反対という立場をとっていることから、反対ということにさせて

いただきます。 

○【重松朋宏委員】 本補正予算案には賛成いたします。 

 サービスの利用が少なくて、給付費の支出が思ったより少なく済んだということは、まず財政的に

はよいことです。それが要介護度が重度化せずに済んでいたとすれば、一人一人の生活の質が維持さ

れている可能性がありますので、財政的な面を離れても望ましい、よいことだと思います。 

 ただ、答弁の中で１点ちょっと気になったところがあります。サービスを利用している認定者につ

いては定期的にモニタリングされていますけれども、要介護認定を受けていながら保険サービスを使

われていない場合は、放置されている可能性があるということです。これを御近所の見守りで何とか

していくといっても、あなた介護度幾つですかとか、介護保険サービス使っていますかって、家族で

もなければ聞けませんし、家族や親族との間にトラブルを抱えていたりする方もいらっしゃるんじゃ

ないかと思います。ひとり暮らしであったり、家族関係を含めて孤立していく高齢者ってこれからさ

らにふえていくんじゃないかと思うんです。 

 そこでひらや照らすのような形のちょっと緩やかな中間組織ですとか、かなり身近な形での直営の

地域包括支援センターですとか、ふくふく窓口ですとか、国立市はこれ１つで全てに対応できるとい

うわけではないですけれども、さまざまな形で網の目のように、つながりのセーフティネットを張り

めぐらしていこうとしている 中だと思います。そういう形で地域の高齢者が──高齢者だけではな

いと思いますけれども──一人一人が孤立しない形で、監視されるようなものではない見守りをつく

っていくことが大事なのかなと思います。 

 サービスを利用してもらっているということは給付費もふえるということですし、それは 終的に

は次の保険料にはね返ってくるというジレンマもありますけれども、なるべく介護度が軽いうちから

サービスを使って、総合支援事業ですとか介護保険以外のインフォ―マルなサービスを使って、効果

ある介護予防施策で重度化しないようにできれば、財政的な面以外でも一人一人の生活の質が図られ

ていることになっていこうかと思いますので、ぜひそれをまちぐるみで進めていただきたいとお願い

いたしまして、本補正予算案の賛成討論といたします。 

○【上村和子委員】 賛成の立場で討論いたします。 

 介護保険というのは、私、何回も同じようなことを言ったことがあるんですけれども、ウイン・ウ

インの関係、誰も損しない関係をつくるのがベストな政策だと思うんです。それが徐々に見えてきた

補正予算案になってきたなと思います。それが国立市の政策の勝利なのかどうか、たまたまこうだっ

たのか、どこもそうなのかという比較検証ができていませんので、課長会で他市の傾向等を分析され

て、他市ももしかしたら同じような政策で、同じような傾向が出ていたら、それはそれでいいことだ

と思うわけです。 

 それで私自身は、国立市の地域包括支援センターが直営であったというのが一番大きな力を発揮し

ているんじゃないかと思っています。委託で地域包括支援センターを持っている、国立市も委託のと

ころもあるんですけれども、まだ数少ない、直営で地域包括支援センターを持ってきたというのは、

永見市長の先見の明だと思います。それが総合相談の窓口として、介護・医療・保健・福祉の総合的

な市民に入り込んだ総合相談窓口として機能を果たしてきた。 

 ですから、個別のニーズとか困った人のニーズに応じて個々に対応しつつ、それが政策となって事
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業につながることができた。手足の部分になれる直営の地域包括支援センターを持ち、それが政策を

つくる介護保険事業計画に反映されていった。そのことによって市民ニーズと医療関係の連携も生ま

れてきた。それがこの結果にあらわれたというふうになるとベストだと思うのですが、きょうはそこ

までの分析はできませんでしたけれども、もしかしたらこれを重ねていくと、国立型介護保険という、

本来の地域包括でみんなで支え合う地域づくりという形で、国のお手本になるような事業ができるの

ではないかと思います。大変細かに分析をされて、事前の資料説明のときにも大変意欲的で、わかり

やすかったです。データをどう分析するか、どう検証するかという力があると、これだけわかりやす

い結果が出てくるんだなと思いました。 

 次期介護保険にこのことがいい意味で影響しますように期待しまして、賛成の討論といたします。 

○【石井めぐみ委員】 私も賛成の立場で討論させていただきます。 

 被保険者の数は確実にふえています。10年たったところの合計の人数を見ますと、それは当然だと

思います。ただ、逆に言うと、それだけ長生きをされている方がふえているということでもあると思

っています。75歳以上の方がふえると介護保険を使う方がふえます。85歳以上の方がふえていくと、

多くの方が認知症を発症されることになりますので、さらに介護保険を使われることになると思いま

す。なので、今回の結果がそのまま続くとは思っていませんが、ただ、逆に言うと、軽度のところで

とめるような施策さえあれば、それほど介護保険を、お金を使わなくても済むんじゃないか、いける

んじゃないかという希望が今回見えたと思っています。ですので、ここのところの分析というのはし

っかりやっていただきたいと思います。 

 ただ、表を見る中で、総体的な人数がふえているせいもあるんですけれども、要介護１が大変ふえ

ています。逆に言うと、何で要介護１がこれだけふえたんだというところももう少し分析をしていた

だきたいと思います。これが例えば国立市で行っている事業がとてもよくて、その事業を使いたいが

ためにこうなっているんだとしたら、それはそれで私はいいと思っています。例えば高架下のところ

にあるようなジムを積極的に使うことで、もし介護度が重くなるようなことがないんだとしたら、変

な言い方ですけれども、それは安く済むと思っています。皆さんの健康が保たれるのであれば、こう

いう使い方はいいと思っていますので、そういうことも分析しながら今後も続けていただきたいと思

います。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(6) 第５３号議案 令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案 

○【青木淳子委員長】 第53号議案令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案

を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第53号議案令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

案について補足説明いたします。 
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 補正予算書の１ページをお開きください。第１条は歳入歳出予算の補正で、21万2,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億7,846万8,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。10、11ページをお開きください。 

 款３繰越金、項１繰越金、目１前年度繰越金は、財源調整として21万2,000円を増額するものでご

ざいます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、保険料口座振替データ伝送化導入に伴い、シス

テム改修を行うため、後期高齢者医療関係システム改修委託料を21万2,000円増額するものでござい

ます。 

 以上が、令和元年度国立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案の内容でございます。御

審査のほどよろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で、本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

 続いて、報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方々はここで退席をし

ていただいて結構です。 

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

 報告事項(1) 使用料・手数料の見直しについて 

○【青木淳子委員長】 それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)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(1)使用料・手数料の見直しにつきまして、お手元の

福祉保険委員会資料№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いておりますので、資料は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申し上げます。 

 それでは、福祉保険委員会資料№59をまずごらんください。見直しの基本方針（素案）に関しまし

ては、委員各位に７月17日付でお配りをしております。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、御質問、またそれに

関する市の考え方につきましては、福祉保険委員会資料№60のとおりでございます。 

 続いて、福祉保険委員会資料№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。 

 まず、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

うのかといったことを書かせていただいております。 
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 続いて、２ページ目が基本的な考え方でございます。 

 (1)受益者負担の原則についてですが、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

る行政サービスに係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。仮に受益者の方が費用を負担しない場合には、他の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平が生じま

す。また、市全体として考えますと、他の行政サービスで使えるお金が減ることとなります。 

 (2)算定方法の明確化です。受益者に応分の負担を求めるためには、行政サービスを提供するため

に幾ら経費がかかっており、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しております。 

 (3)経費節減・サービス向上の取組みでございます。効率的にサービスを提供することができれば、

受益者に負担していただく料金も安くなりますので、そうした経費節減の努力は引き続き行っていく

といったことを記述しております。 

 (4)定期的・継続的な見直しの実施となります。４年に１度、つまり誰が市長になっても任期中に

１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。 

 続いて、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が、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。ただし、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、別の方法により料金設定を行うという例外規

定的なものを設けております。 

 １つ目は、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

つ目、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しております。３

つ目、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してお

ります。４つ目、そのほか、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きましては、原価計算に基づく料金設定の対象外としております。 

 続いて、５ページですが、原価計算方法についてでございます。 

 (1)ですが、原価を計算する際には、ここに載せてございますとおり、人件費、物件費、維持補修

費、補助費等、公債費の利子分、減価償却費を対象として積算をしております。 

 (2)案分についてですが、例えば青柳福祉センターなど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くる経費でございます清掃の委託料

や電気料などは、面積によって案分をしております。 

 (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、例えば国立市にはコミュニティ施設と呼ばれています貸し部屋機能を持つ施

設が約20カ所ございます。施設ごとに計算をいたしますと、借地の施設などは他の施設に比べて料金

が高くなってしまいます。しかしながら、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

であるため、地域によって余りにも大きい料金差が出てしまうことは不公平となります。したがいま

して、このような施設については施設類型ごとに原価計算をしております。 

 ６ページをごらんください。原価の計算方法についてでございます。 

 ①は貸し室に係る原価計算でございます。１室当たりの年間経費を年間貸出可能時間数で割りまし

て、１コマ当たりの貸出時間を掛け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
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らかかっているのかを算出するものでございます。 

 ②個人利用施設については、体育館の個人利用の時間帯などが該当いたします。こちらについては、

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しております。 

 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（分）を掛けたもの

に、１件当たりの経費をプラスして算出しております。 

 (5)は例外規定でございます。例えばその年度だけコストが増減してしまった場合、例えば大きな

修繕がその年だけにかかった場合には、異常値に引っ張られて料金が大きく変動することとなってし

まうため、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としております。 

 続いて、７ページでございますが、受益者負担割合についてでございます。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うことを規定しています。 

 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施設、基礎的な施設なの

か、あるいは趣味等で一部の方が御利用される施設かという選択性の基準と、その施設が民間におい

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。 

 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

性とした表になっております。まず、右上ですが、受益者負担割合100％のところにつきましては、

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75％のグループですが、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、その供給状況は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、野球場やサッカー場、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はあるものの、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、誰でも使える道路や

公園など、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。 

 また、手数料につきましては、特定の方のために提供した役務の対価であるということが明らかな

ことから、その受益者割合は100％としております。 

 続いて、９ページですが、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に当たりましては、他

の要素も考慮しまして、必要に応じて調整をすることとしております。 

 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には、民業圧迫にならないよう配慮をいたします。また、近隣自治体の類

似サービスと料金が余りにも乖離してしまう場合にも、調整することができるとしています。 

 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、当然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。そうした場合には、料金の設定を調整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、複合施設の場合には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ございます。余りにも乖離があるような場合等は、

調整もできることとしております。 
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 ③料金差による誘導でございますが、こちらは市民利用の促進または逆に抑制のために、政策的に

料金に差を設けることができるものでございます。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

務の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てサービスを向上することなどを想定しておりま

す。 

 後に、10ページが料金改定の実施でございます。 

 (1)改定の対象としましては、理論上の適正価格と現行の料金との乖離がおおむね20％以上あるも

のを対象としております。 

 (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ついては、切り捨てということにしております。 

 (3)激変緩和措置の規定でございます。 

 (4)適切な準備と周知でございます。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に

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）の御説明となります。 

 それでは、実際の改定料金（案）ということで、福祉保険委員会資料№62をごらんください。福祉

保険委員会の所管の分野について御説明を申し上げます。 

 まず、恐れ入りますが、15ページをお開きください。⑫福祉会館使用料でございます。この資料の

見方を御説明申し上げます。この福祉会館使用料の受益者負担割合は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こういった考え方で見直しを行う、

あるいは行わない理由を記載しております。ここでは原価計算結果に基づき、乖離のあるものについ

ては各料金の均衡を図りつつ、改定するとしております。大ホール午前の欄をごらんください。理論

上の適正価格は5,568円、これは受益者負担割合50％ですので、原価の２分の１がこの数字となりま

す。それに対しまして現行の料金が2,600円で、乖離率が114％でございます。この乖離率の欄に網か

けされておりますのが乖離率20％以上となるものでございまして、改定を検討する対象となります。

したがいまして、改定料金（案）として2,800円、差額200円の値上げを案として提示しております。 

 以下16ページにかけまして、100円から200円の値上げと100円の値下げになる区分等が入ってござ

います。 

 続いて、22ページをごらんください。こちらは手数料のうち、⑧歯科手数料でございます。こちら

は手数料でございますので、受益者負担割合100％を本来いただくところでございますが、こちらに

つきましては子育て支援策の一環として同様の事業をやっている他市でもワンコイン、500円という

ことが多うございますので、料金は改定いたしません。 

 続いて、25ページをお開きください。⑩狂犬病予防法関連手数料でございます。こちらは旧の政令

に基づき料金を決定していることから、今回も見直しをしないとしております。 

 後に、恐れ入りますが、福祉保険委員会資料№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が、９月末ころから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

の御意見、またそれらでの御意見等を踏まえまして、次の12月議会において条例改正案を提出させて
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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。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。石井委員。 

○【石井めぐみ委員】 では、私のほうから１点。15ページの福祉会館の使用料ですけれども、料、

理講習室、今回は網かけがないので、改定は行わないということで現行料金のままなんですけれども、

これはその乖離率が20％未満であるということから、こういうことになっているとは思うんですが、

理論上の適正価格よりすごく安くなっていて、20％というところで改定を見直していただくのはいい

んですけれども、逆に言うと、理論上より高くなっているものについては行政サービスと言えなくな

るんじゃないかと思っていまして、ここを何で変えないのかなと。１つは、これを考えるに当たって、

施設とかお部屋の稼働率みたいなものは考慮には入っていないんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 稼働率についてはこの中に入っておりません。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。実は料理講習室って使われてないことがとても多いので、実

際に聞きに行ってみました。そうしましたところ、日中、午前も午後もそうなんですけれども、40％

台です。夜に関していうと、17％ぐらいの割合でしか使われてないんです。そもそもなんですけれど

も、料理講習室で午前、午後、夜間の区切りというのが、料理講習室で使うには適さない区切りにな

っていると思っています。というのは、９時から12時で区切ってしまうと、これ何御飯の講習をやる

んだという話で、夜間に関していうと、18時から22時というと、夕御飯を食べてから料理講習をやる

のかという話になっちゃうので、本当に使い勝手が悪いです。伺ったところ、ほとんど一般の方の利

用というか、料理講習での逆に利用がなくて、そのほかでの使い方として使われているということも

聞きました。 

 それで2,300円というふうになると、地域の方がちょっとお料理教室、みんなのためにやりたいな

って思って使おうと思ったときに大変使いにくいです。さらに言うと、お昼、試食をしたいというこ

とになると、午前と午後の分を払わなくちゃいけないとなると、これ4,000円近くになるんですか、

4,000円ぐらい負担して、ほんのちょっと料理教室をやるというのは大変敷居が高いことになると思

っています。 

 料理講習室って、名前はちょっと違うのかもしれないんですけれども、南市民プラザのほうにも調

理実習室がありますよね。こちらは今回、大幅な値下げになっています。1,000円ぐらいになってい

るんです。一方でというか、むしろこちらの実習室のほうがそもそも使いやすいです。私たちよくこ

ちらの実習室を使わせていただくんですけれども、広くてきれいで、駐車場もついています。料理教

室をやるのに駐車場がないというのは、福祉会館の場合は大変大きなデメリットだと感じています。

こういったところの価格をこのままにしておくというのはどうなんでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 福祉会館は福祉総務課が所管しておりますので、私のほうからお答えをさせ

ていただきます。 

 今回、福祉会館の使用料の見直しにつきましては、先ほど御説明があったとおり、原価計算の結果

に基づいて、その乖離の大きいものからというところで値上げ、場合によっては値下げという形で検

討してまいったところでございます。 

 先ほど委員がおっしゃいましたように、料理講習室につきましては確かに30年度の稼働率が午前に

ついては44％、午後が45％、夜間については17％ということで、料理講習室という目的上、会議室な

どよりも稼働が少なくなっているところもございます。ただ、料理講習室という料理をつくる機材で
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すとか、そういったものがある関係上、現行の料金のままというところで一度判断させていただいた

ところでございます。 

 また、それから確かに利用時間区分につきましては、今御指摘のとおりの部分は大いにあろうかと

思います。ただ、これにつきまして、会館の一体的な利用というところで、これまでこのような３区

分の時間設定というものがあったかと思います。このあたりをどのように変えるのか、検討していく

のかについては、私どもも考えがまとまってない部分もございますので、そこらあたりは引き続き検

討させていただきたい。現時点では、申しわけありません、そのようにお答えさせていただければと

思います。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。サービスというのはあくまでも利用する方のためのサービス

なので、利用する方が利用しやすいようにということを考えて、区分なども分けていただきたいと思

います。 

 それから、確かに機材なんかも多くて、 初につくったときにも大変お金のかかった部屋なのかも

しれないんですけれども、利用率が低いとしたら、それはほとんど役に立っていないということなの

で、そこの部分も考えて、ぜひ見直していただきたいと思います。以上です。 

○【重松朋宏委員】 今の報告ですと、福祉保険委員会の所管ですと、フッ素塗布と福祉会館と狂犬

病予防の３つだけということなんですけれども、これだけですか。市独自の福祉サービスって物すご

くたくさんあると思うんですけれども、なぜこの３つだけ。 

○【黒澤政策経営課長】 今回、使用料・手数料という観点からここだけにしておりますが、例えば

高齢者のレジャー農園みたいなもの、ああいったものも無料にしておりますけれども、他市ではお金

を取っていたりしております。また、福祉保険委員会分野ではないんですけれども、情報公開の関係

の請求についても、コピー代以外にも１件当たり手数料を取っているところもあります。また、国立

市は公民館を条例で無料にしておりますけれども、公民館についても、調査によれば７割ぐらいの自

治体はお金を取っているんです。ですから、今回については、条例上で手数料の関係で、使用料で定

めているものについてのみ対象としたということで、福祉サービス、例えば要綱でやっているものに

ついては対象としておりません。 

○【重松朋宏委員】 今後は、要綱でやっているものについても見直しをしていくということですか。

それとも要綱でやっているものについては、また別の考えで設定をこれからもしていくということで

しょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 基本的に事務事業の見直しに含まれてくるかと思いますけれども、そうい

ったものについては常にやっております。また、今回の使用料・手数料の見直しというところでござ

いますが、義務的経費の見直し等につきましても４年に１度はやっていこうと考えておりますので、

そういった全体の中で考えれば、どこかで見直しの対象となってくる可能性はございます。 

○【重松朋宏委員】 今回のポイントって、事務事業にどれぐらいの単位コストがあってということ

を明確にしたということと、それに公費がどれぐらい負担するのが妥当なのかということで、逆に言

うと受益者負担の割合なんですけれども、ということを明確にしたことに非常に大きな、これまでと

は違う考え方の変更があるんです。今後ほかの、特に福祉サービスって物すごくたくさんあって、ま

さに特定の方に対するサービスだと思うんですけれども、そういうたくさんある福祉サービスについ

ても、このコストと公費負担割合を考えて料金や利用料を設定していくという考えである。これから

事務事業の見直しなどで、そういう考えでやっていくということでしょうか。 
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○【黒澤政策経営課長】 今、委員さんがおっしゃられたことをしますと、恐らく全てのものが物す

ごい乖離です。要するに市は収益事業といったものをほとんどやっていませんので、真っ赤っかの大

赤字で、そのとおりやりますと、市民サービスが成り立たないということになりますので、見直しの

仕方というのは、今回については受益者がほぼ明らかでございまして、その負担割合、また使ってな

い人との公平性というのを考えています。例えば野球場については使わない方もいらっしゃいます。

そういったときに、使っている方と使ってない方との公平性といったものを考えてやっていますので、

例えば福祉とか、そういったものについて同じような考え方ができるかというと、決してそんなこと

にはならないと思っておりますので、一律にそういった形での見直しは考えておりません。 

○【重松朋宏委員】 一律にそのような考えはないということで、かなり安心しました。レジャー農

園とか公民館を例に出されましたけれども、福祉でいえば、例えば福祉会館の高齢者入浴サービスは

見方によっては民業圧迫だと言えてしまいますし、実際、それで青梅市などはサービスそのものを廃

止したりもしているわけですし、また福祉的交通ですとかタクシー券の配布なども、まさにコストと

それに対する公費負担をどうするのかということを、これまできちんと明確にして、一つ一つのサー

ビスの利用料について、その根拠が明確でないものが多いと思うんですけれども、それらについても

一律にがちがちに当てはめるわけではない。特に福祉サービスなどは、そういうことだという考えを

伺うことができました。 

 そこで一方で、私は原価をきちんと出すことというのは大事だと思いますし、どれぐらいのコスト

が一つ一つのサービスにかかっていて、それをどれぐらいの公費で負担しているのか。つまり、みん

なで負担しているのかということを明確にして、説明責任ができることが一番大事だと思うんです。 

 その意味では、原価を計算されているんですけれども、これはどういう根拠で計算されているんだ

ろうかというのが、このリストだけではわかりませんし、これが100％なのか、75％なのか、50％な

のか、逆に言うと、なぜ25％というのがないのかということも含めて、説明していく責任が市にあろ

うかと思いますけれども、今後、市民説明をしていくに当たって、そういう原価の根拠ですとか、受

益者負担割合はこういう理由で何％と考えていますというものもきちんとセットで具体的に説明して

いくことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 基本方針の中では、５ページの中に原価計算方法として、対象とする経費

について載せております。ですから、こういったものが入ってきているといった説明は、ここで足り

ていると考えております。また、割合につきましては、８ページのところで分類をしておりまして、

こちらが確かに一番焦点かなと思います。例えば今委員さん、25％とおっしゃいましたけれども、何

で33％じゃないんだとか、80％じゃないんだといった御意見もあろうかと思います。こちらについて

は先行している市がありまして、いろんな市のものを参考にして、このような分類としたといったこ

とでございます。 

○【重松朋宏委員】 福祉保険委員会では、８ページの図でも福祉会館のことしか言えないので、一

般論としてですけれども、原価計算の根拠が、５％にある何々費で幾らになりますよというざっくり

したものではなくて、人件費や物件費にこれぐらいかかっていて、それを単位当たりで見ると、これ

ぐらいのコストがかかっていますということを、根拠を持って説明する必要があると思うんです。で

ないと、多分これから説明に入っていったときに、具体的に何でこの金額なのかといったときに、人

件費や物件費などを考慮すると幾らになりますと結論だけ言っても、全然納得されないと思いますの

で、きちんと根拠ある数字を出して説明していただきたいと思いますが、いかがでしょう。 
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○【黒澤政策経営課長】 この先の資料の出し方については、検討してまいりたいと考えております。 

○【上村和子委員】 福祉会館とか、場所なんですけれども、これってほとんどが減免対象の人たち

が使っていると考えられると思いますが、こういう料金とか使用料が発生する人たちというのは、そ

れ以外の人たちになるという状況があると思います。減免対象とそうでない人たちがはっきり分かれ

る、福祉施設は特に減免対象が多いと。それは私は大事なことだと思うんです。今回、減免対象に関

しては見直さなかったということでよろしいでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 本当は減免の基準みたいなものも整理していきたいと思っていたんですが、

今回は減免の基準については整理ができなかったところでございます。ですので、見直しはしており

ません。 

○【上村和子委員】 済みません。私が今、間違っていたみたいで、重松委員から、そもそも福祉会

館は無料が原則で、逆にお金を取っているからというので、そうだったんですか。 

○【関福祉総務課長】 福祉会館の使用料につきましては、使用料の減免を規則で定めておりまして、

減免ができる団体を定めております。基本、無料ということではなく、有料施設になりますが、減免

を受けられる団体を規則で明示しているという状況でございます。（「福祉目的を」と呼ぶ者あり）

申しわけございませんでした。条例では会館の使用料は無料といたしますが、別表に定める会議室な

どについては使用料を徴収するということになっておりまして、条例の施行規則の中で使用料徴収に

対して減免する団体を定めているところでございます。申しわけございません。 

○【上村和子委員】 私が根本的に間違えていたんですね。条例では、福祉会館は基本無料なんです

ね。なぜなら、福祉会館という場所が福祉を対象とした場所であるから、福祉に関係する団体だった

ら減免対象になって、福祉に関係しないところが使うときには目的外使用になるから、そこは有料に

なるという、原則無料なんですね。それを確認していいですか。原則無料と。 

○【関福祉総務課長】 大変申しわけございませんでした。原則無料でございまして、３条２項で、

当該支障のない限りで、地域住民団体の会館使用に関する事業、その他の事業については、別表によ

って使用料を定めているところでございます。 

○【上村和子委員】 ということは、先ほどの受益者云々というところの論理と、原則、福祉会館は

無料であるという捉え方というのはぶつかりませんか。もちろん目的外で使う人たちは受益になるん

でしょうけれども、原則無料だから、無料であるということは、福祉関係の団体がその場所を使うと

きには、それは受益者と捉えないんですよね。 

○【黒澤政策経営課長】 済みません。ちょっと整理させていただきますけれども、12条で会館の使

用は無料としておりまして、会館の目的を達成するための事業については無料なんです。それは何か

というと、高齢者の健康増進並びに教養の向上及び娯楽に関する事業、これは無料でございます。前

号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事業、これも無料でございます。です

から、基本的には高齢者の福祉関係は無料と考えていただいて結構かと思います。それ以外に利用す

る方には使用料をいただくという考え方でございまして、その使用料をどうやって定めるかといった

ときには、原価計算に基づいてその方たちからは使用料をいただく。現状では約８割が無料で利用さ

れていますから、２割の利用者の方に使用料を御負担いただいている。そんな状況でございます。 

○【上村和子委員】 私は時々、無料で使っている人たちのことを、あたかもそれによって収益が少

なくなっているかのように聞こえる発言を耳にすることがあって、そうではなくて、本来の目的に合

致したところの原則無料だというのはすごく重要なことであって、それ以外で使いたい人がいたら、
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そのときには使用料が発生するのですよというふうに目的をちゃんと明らかにして、無料で使える減

免団体というのは本来的な事業、本質的にそこを使って学習する権利だから、そこは本質的に無料で

ある。公民館も同じ原則だと思うんですね。そこはきっちり守っていただいた上での使用料・手数料

の検討であってくださいということを要望して、終わります。 

○【髙柳貴美代委員】 先ほど石井委員からも質疑がありましたが、福祉会館の料理講習室の金額な

んですけれども、ここも今の話から聞いて減免措置があるということで、福祉なことで使うのであれ

ば無料で使えるということが今わかったので、それはそれでいいと思うんですけれども、うちの地域

の場合、中防災センターの料理の場所等があるわけです。あそこも減免がききますよね。ですけれど

も、ここと大分乖離があるというのは、広さも福祉会館のほうは広いし、先ほど設備しているものが

多いからという御答弁があったと思うんですけれども、例えば用具などは中防災センターにもかなり

用意してあると思うんです。ただ、広さとか、そういうことで割っていくと、この金額になったとい

うことですよね。 

○【黒澤政策経営課長】 今、委員おっしゃったとおりで、面積の部分が大きいと思います。ですか

ら、中の設備が充実しているということは、もちろん原価計算の中には減価償却費があります。備品

購入とか、減価償却費全部入っているので、もちろん豪華なものについてはそこの部分が全体の中に

入っていますが、基本的には広さが大きくかかわってきていると思います。 

○【髙柳貴美代委員】 それならわかるんです。広さが違うので。備品を見ると、あの広さであって

も、中防災センターでもかなりの備品はそろっているので、広さでそういうことがわかったというこ

とで、もしかしたらここは外れちゃうかもしれないんですけれども、今44％の稼働率というのは私は

非常にもったいないと思っているんです。 

 今、地域で活動していると、台所のついた施設というのはすごく皆さん求められています。子ども

食堂にしても何にしても調理施設があるところを求められていて、中防災センターのほうで今改修に

入ってしまっているので、みんなどうしようと思っている団体の人が非常に多いんです。44％の稼働

率というのを私は聞きまして、ここは非常にもったいないなと思ったんです。なので、その辺のとこ

ろの告知ができないのかな、ちょっともったいないなと。あいているんだったら使ってもらえば、福

祉的なことで皆さん活動していらっしゃるので。あとは公民館にもありますけれども、公民館は台所

自体は小さいので、その辺のところも少し考えていただきたいという意見を申し上げたいと思います。

以上です。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)使用料・手数料の見直しについてを終わります。 

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

 報告事項(2) 令和２・３年度の後期高齢者医療保険料について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(2)令和２・３年度の後期高齢者医療保険料についてに入ります。 

 当局から報告を願います。健康増進課長。 

○【吉田健康増進課長】 それでは、報告事項(2)令和２・３年度の後期高齢者医療保険料について

御報告いたします。令和２年度は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、令和２・３年度

の後期高齢者医療保険料の見直しを行う年度となります。現在、東京都後期高齢者医療広域連合にお

きまして検討を進めており、ここで検討案が示されましたので、福祉保険委員会資料№48に基づきま
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して御報告申し上げます。 

 なお、本資料は、東京都後期高齢者医療広域連合が今後の保険料算定に向けた検討案として作成し

たものとなりますので、御了承願います。 

 初めに、１ページでございますが、表左側が特別対策と同じ政令どおりで算定した場合、右側が被

保険者の負担の軽減を図るため、区市町村からの一般財源で補塡する特別対策等を継続する場合の算

定となっております。 

 表左側上段の枠内、保険料率算定時の設定条件をごらんください。(1)被保険者数につきましては、

国の人口推計等をもとに一定の調整を加えて推計されております。年度平均被保険者数は、令和２年

度では前年度比1.6％増の158万9,000人、令和３年度では0.69％増の160万人と推計されております。

増加率は落ち着いている状況となっており、理由といたしましては、令和２・３年度に75歳に年齢到

達する方が昭和20年４月２日から昭和22年４月１日に出生された方で、終戦前後における出生減の影

響を受けたため、伸び率が鈍化する見込みとなっております。広域連合の推計に基づき、国立市の年

度平均被保険者数を推計しますと、令和２年度では約8,900人、令和３年度では9,100人となります。 

 (2)一人当たりの医療給付費の増加率、(3)後期高齢者負担率及び(4)所得係数につきましては、過

去５年間の平均から伸び率を勘案し、１人当たり医療費伸び率を0.17％、後期高齢者負担率を

11.42％、所得係数を1.61と推計しております。後期高齢者医療に係る費用につきましては、公費、

国が12分の４、東京都及び区市町村が12分の１ずつで５割、残りの５割を現役世代と後期高齢者被保

険者が負担しております。この負担率につきまして、今後、人口構成割合等により、後期高齢者被保

険者が負担する割合を国が定めていくものとなります。 

 (5)所得の伸び率につきましては、令和元年６月の確定賦課時点の所得をもとに、過去の伸び率か

ら２年間でマイナス1.24％としております。 

 (6)国の保険料軽減特例につきましては、令和元年度から改正が行われ、令和元年度当初予算に組

み込まれており、平成31年第１回定例会の常任委員会報告では間に合わず、予算特別委員会前に議員

の皆様に個別で御説明させていただいた内容となります。 

 具体的な内容といたしましては、国が制度発足の平成20年度から後期高齢者医療制度へ移行する際、

保険料の急激な負担を避けるため、激変緩和措置といたしまして、低所得者に対する均等割について、

本来、本則の７割軽減に対し、国は９割または8.5割の軽減を行っておりました。その後、平成28年

12月22日の社会保障制度改革推進本部におきまして、均等割の軽減特例については、低所得者に対す

る介護保険料軽減の拡充及び年金生活者支援給付金の支給とあわせて見直しを実施することとされ、

令和元年度の保険料から順次廃止され、本則の７割軽減とすることとされました。 

 国立市における介護保険料軽減拡充部分は、高齢者支援課長に算出もらいましたが、月額約910円、

年金生活者支援給付金は全国共通のものになりますが、支給要件に該当する方に対して月額5,000円

が支給されることとなっております。国立市における令和元年６月の確定賦課時点の数値で、見直し

前の本来９割軽減が受けられていたとされる方は約1,800人、8.5割軽減の方は約1,300人となってお

ります。 

 (7)区市町村の保険料予定収納率につきましては前期同様、広域連合では98.2％としております。

ちなみに、国立市では、平成30年度後期高齢者医療保険料の収納率は99.81％となっております。こ

ちら区市町村によって未収金補塡、こちらを収入できなかった分について広域連合へ払うんですが、

収納率がよければ一般財源の支出が減るということになります。 
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 (8)は不確定部分となり、診療報酬改定による影響、財政安定化基金交付金の活用及び剰余金は含

まれておりません。 

 今回の保険料率の検討案は、以上をもとに算定されているものであります。 

 続きまして、左側中段の枠内、今後想定される保険料率の増減要因をごらんください。(1)から(4)

につきましては、ただいま御説明させていただいた項目で今後増減が見込まれる内容となります。 

 (5)財政安定化基金の活用につきましては、現在、本来の目的である医療給付費等の上昇に備える

ため、留保となっております。また、前年度剰余金からの繰り入れにつきましても、広域連合で決算

が終了した段階で判断することとなります。ちなみに、平成30年度の改定時では 終的に剰余金が

180億円ありましたので、これを歳入として計上したため、大幅な増額改定にはならずに済んだ経緯

があります。 

 表左側下段、特別対策と同じ政令どおりで算定した場合をごらんください。政令どおりの場合、保

険料率等の一般財源の特別対策を投入しない場合の算出になります。均等割額は４万7,600円、平成

30年度、令和元年度との比較では4,300円、9.9％の増、また所得割率は9.82％で、同比較で1.02ポイ

ント、11.6％の増となります。１人当たりの平均保険料額は10万9,309円、同比較で１万2,182円、

12.5％の増となっております。 

 国立市の被保険者の保険料につきましては、令和元年６月の賦課時点での数値で算出をいたしまし

た。令和元年度１人当たり平均保険料は約10万4,300円、広域連合が試算した結果に基づき、令和

２・３年度では11万7,300円となり、約１万3,000円の増となります。東京都の平均と比較して高いの

は、国立市では所得係数が高いところから、このような数字となっております。 

 その下の表、保険料額比較（公的年金収入のみの単身世帯で試算）をごらんください。左側、年金

収入80万円及び160万円の欄ですが、先ほど報告しました均等割軽減特例廃止に伴い、右側のほうに

増加率が載っていますが、非常に高い率となっておりますけれども、先ほどの年金支援給付金等から

すると、年間保険料というのはさほど大きいものではない。ただ、増加率で比較してしまうと、高い

という状況が発生しております。 

 次に、表右側上段、特別対策等を継続する場合をごらんください。こちらにつきましては政令どお

りに算定すると、後期高齢者保険料の負担が大きくなるため、これを抑制するために平成30年度時で

の改定と同様、４項目の特別対策、一般財源を投入して２年間実施するという条件の算出となります。 

 内容といたしましては、４項目の特別対策に記載してありますとおり、葬祭費約82億円、診療報酬

等を支払いするために東京都国民健康保険団体連合会に審査を委託しており、その費用を手数料とし

て支払います審査支払手数料約66億円、保険料未収金補塡約68億円となっています。財政安定化基金

拠出金がございますが、財政安定化基金に対する拠出金は30年度改定時にも使用せず、基金の残高が

十分に見込めるため、ゼロ円となっております。また、この４項目の特別対策のほかに、東京都後期

高齢者医療広域連合が低所得者に対する独自対策として行っております所得割軽減の上乗せ分約４億

円があります。これらを合計しますと、２年間の区市町村負担金合計額は約220億円となります。 

 このうち国立市の負担分といたしましては、２年間で約１億120万1,000円、これを２で割り１年間

は約5,060万円と試算されます。この条件で算出されました保険料率等は均等割額が４万5,000円、平

成30、令和元年度との比較では1,700円、3.9％の増に抑えられます。所得割率は9.08％、同比較で

0.28ポイント、3.2％増、１人当たり保険料は10万226円、同比較で3,099円、3.2％の増に抑制できる

こととなります。国立市の被保険者の保険料につきましては、先ほどと同じ内容で算出しますと、令
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和２・３年度は約10万7,600円となり、比較いたしますと約3,300円の増が抑制できる形となります。 

 次に、その下、保険料額比較（公的年金収入のみ単身世帯で試算）ですが、こちらは先ほど御説明

しました内容で特別対策を実施した場合の増加率になりますので、ごらんいただければと思います。 

 次に、その下、保険料率改定スケジュールになります。９月以降のスケジュールにつきまして御説

明させていただきます。10月に事務局、こちらは広域連合になりますが、剰余金等を含めた３提案が

示され、協議会等に報告、説明がなされます。11月に広域連合議会に説明がなされ、12月に 終案が

事務局から示され、１月上旬に広域連合議会に保険所得割率及び均等割額等の改正の条例案が提案さ

れます。こちらが可決されますと、これを受けまして、各区市町村では令和２年第１回定例会へ、東

京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを提案させていただき、初日即決にて御審査をいた

だくこととなります。ただ、この規約の内容につきましては、所得割率及び均等割額を変更するもの

ではなく、先ほど言いました４項目の特別対策と区市町村が負担する額について、現行の規約では平

成30、31年度の負担ということになっていますので、年度の変更の内容となります。令和２年度、３

年度に変更するものとなります。 

 後に、裏面２ページになります。こちらは過去の保険料率等比較表で、平成26・27年度からの内

容が載っており、図式された部分がございます。内容につきましては、さきに御説明させていただき

ました内容のほかに、表中段の収入額別保険料額、単身、２人世帯の場合の算出が載っておりますの

で、御確認いただければと思います。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 １つ質疑ですが、裏面の対前期比の令和２・３年度（検討案）のところで、一

般財源を投入しないほうと投入するほう、両方書いてあるんですが、これは今見込まれている 大値

がこの数値ですよということでよかったのかどうか確認させていただくのと、それが 大値というこ

とであれば、これから下がっていくのかなと思うんですが、もし見込みなどあれば、先に伺っておき

たいと思います。 

○【吉田健康増進課長】 先ほども言いましたように、まだ検討案ということで示されているもので、

例えば剰余金とか財政安定化基金どうするかという数値は一切含まれておりませんので、 大数値と

見ていただいて構わないと思います。 

 ただ、今後、診療報酬改定がどのようになるのか、その増減がどうなるのかというのは不確定要素

がかなり多い状況となっております。平成30年度改定のときは先ほど言いました剰余金が180億円あ

ったということから、財政安定化基金は使っていない。現在、まだ広域連合議会にも決算数値につい

ては報告してないので、公にはできないということでありますが、もちろん平成30年度も剰余金が発

生している。31年度をどう見込むかによって、この剰余金を歳入として受け入れれば、さらに下がっ

てくるという要素がございます。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 わかりました。では、これは意見等にとどめておくので、返答は別に構わない

んですけれども、今後の話し合いといいますか、協議になるんですか、そこで拠出金ですとか、剰余

金を使って保険料を抑えていくことを進めていただければと思いますので、それは意見までに。 

○【重松朋宏委員】 １点だけ。この裏の表を見ますと、前回の改定のときは逆に対前期比で下がっ

たと。今回も恐らく剰余金と基金をつぎ込んで、保険料はそんなに上がらないように抑えていくこと

ができると思うんですけれども、これは保険の加入者が急激にまだ増加していない、嵐の前の静けさ
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的なところかなと思うんですが、とすると2022年度以降、次の改定のときからはこのように低くとい

いますか、何とか抑えていけるということから変わっていかざるを得ないと見てよろしいでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 この辺についてはおっしゃるとおり、団塊の世代の方が令和４年度以降に

後期高齢へ移行してくるところがあります。ただ、健康な御高齢の方も多いことから、医療費がどの

ような形で推計されていくのかというところが一番大きくなるのかなと。 

 あと、保険料につきましては、現在、国民健康保険、社会保険からも、後期高齢者支援金という形

で負担をしているような状況もありますことから、そこら辺の公平性も考えていかなきゃいけないと

いうところで、抑える部分については、もちろん私どもは支払いを抑えていきたいと思いますけれど

も、そこら辺の公平性も含めた形で、今後、広域連合がどのような試算をしてくるのか、また国が後

期高齢者支援負担率をどのような形で出していくのか。現在、制度発足は後期高齢者被保険者の負担

は10％とされておりましたが、今は11％を超えてきているところもございますので、そこら辺の推計

がどうなっていくのかというところはまだ何とも言えない状況となっております。以上です。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)令和２・３年度の後期高齢者医療保険料についてを終わります。 

 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

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

○【青木淳子委員長】 これをもって、福祉保険委員会を散会といたします。 

午後４時５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１１日 

 

 

 

    福 祉 保 険 委 員 長       青  木  淳  子 
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