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○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 第65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 

(2) 第66号議案 くにたち福祉会館条例の一部を改正する条例案
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    (3) 第69号議案 国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

    (4) 第77号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

    (5) 第78号議案 令和元年度国立市国民健康保険特別会計補正予算 

            （第１号）案 

    (6) 第80号議案 令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算 

            （第２号）案 

    (7) 第81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２号）案 

   ２．報告事項 

    (1) 「ひらや照らす」のこれまでの活動について 

    (2) 東２丁目寄贈土地における介護保険事務所の公募について 

    (3) 第二期国立市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

第６５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 

１.１２.１６ 

原 案 可 決 

第６６号議案 くにたち福祉会館条例の一部を改正する条例案 １.１２.１６ 

原 案 可 決 

第６９号議案 国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 １.１２.１６ 

原 案 可 決 

第７７号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

（歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

１.１２.１６ 

原 案 可 決 

第７８号議案 令和元年度国立市国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号）案 

１.１２.１６ 

原 案 可 決 

第８０号議案 令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算 

（第２号）案 

１.１２.１６ 

原 案 可 決 

第８１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２号）案 

１.１２.１６ 

原 案 可 決 

 

 

 



－ 3 － 

午前１０時開議 

○【青木淳子委員長】 おはようございます。令和元年度を締めくくる 後の福祉保険委員会となり

ました。本日の晴れ渡る青空のようなすっきりとした質疑応答のもと、円滑な委員会運営に御協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 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。 

 それでは、議題に入ります。 

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

 議題(1) 第６５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65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。 

 当局から補足を求めます。子ども家庭部長。 

○【松葉子ども家庭部長】 改めまして、おはようございます。それでは、第65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。 

 今回の改正でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、本条例で児童福祉法を引用している箇所に

ついて、号番号にずれが生じたことにより、改正を行うものでございます。 

 本改正は号ずれによる改正でございまして、条例の内容面に係る変更はございません。当該事項の

内容については、児童虐待等を行った者、その他不適当な行為をした者は、家庭的保育者になること

ができない旨を定めている部分となっております。 

 具体的な改正箇所については議案をごらんください。条例第23条第２項第２号中の児童福祉法の条

文を引用した部分で、「第34条の20第１項第４号」を「第34条の20第１項第３号」に改めるものです。

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。 

（「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(2) 第６６号議案 くにたち福祉会館条例の一部を改正する条例案 

○【青木淳子委員長】 第66号議案くにたち福祉会館条例の一部を改正する条例案を議題といたしま

す。 

 当局から補足を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第66号議案くにたち福祉会館条例の一部を改正する条例案について補足説

明申し上げます。 
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 初めに、一連の使用料・手数料の見直しにつきまして総括的に御説明させていただきます。お手元

の福祉保険委員会資料№79、使用料・手数料の見直しについてをごらんください。 

 これまでの経過でございます。平成30年９月より行財政健全化検討委員会を設置し、議論を重ねて

まいりました。さきの９月議会で各常任委員会に見直し内容案を御報告した後、パブリックコメント

と市民説明会を実施しております。そこでの意見募集結果につきましては２ページ以降に記載してお

りますが、内容につきましては、去る11月12日付で、政策経営部長名にて委員各位にお配りした資料

と同内容となっております。 

 恐れ入ります。11ページをお開き願います。今回、料金改定を行う条例の一覧でございます。全部

で11本ございまして、各常任委員会にて御審査いただいております。 

 それでは、第66号議案の主な改正内容について御説明させていただきます。 

 本条例は、国立市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、福祉会館の使用料の額を改

定するため、条例の一部を改正するものでございます。 

 改定についての考え方でございますが、原価計算に基づき算出した使用料の適正価格と現行の使用

料を比較し、乖離のあるものについて各料金の均衡を図りつつ改定するものでございます。 

 条例の一部改正の内容につきましては、福祉保険委員会資料№71、くにたち福祉会館条例の一部を

改正する条例案新旧対照表に基づき御説明させていただきます。 

 使用料の額を改定するため、条例中の別表を改定いたします。改定する使用料でございます。 

 大ホールでございます。午前の料金区分については2,600円から2,800円に、午後・夜間の料金区分

についてはそれぞれ3,500円から3,700円に改定いたします。 

 次に、大ホール控室（１）でございます。午前の料金区分については700円から800円に、午後・夜

間の料金区分についてはそれぞれ900円から1,000円に改定いたします。 

 次に、中会議室でございます。午前の料金区分については1,400円から1,500円に、午後・夜間の料

金区分についてはそれぞれ1,800円から1,900円に改定いたします。 

 次に、小会議室でございます。午前の料金区分については800円から900円に、午後・夜間の料金区

分についてはそれぞれ1,000円から1,100円に改定いたします。 

 次に、和室（小）でございます。午前の料金区分については800円から700円に、午後・夜間の料金

区分についてはそれぞれ1,000円から900円に改定いたします。 

 分室については、今まで午前・午後の時間区分においても使用料を定めておりましたが、午前・午

後の時間区分は高齢者に関する事業の利用となっており、貸し出しを行っていないことから、午前・

午後の時間区分の料金規定を削除し、夜間の料金区分を1,000円から1,200円に改定いたします。その

ため、欄外備考第１項につきまして、大広間及び分室の使用は、夜間のみとすると改めるものでござ

います。 

 後に、付則でございます。この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございますが、こ

の規定は条例の施行の日以後に申請を行うくにたち福祉会館の使用について適用し、同日前に申請を

行ったくにたち福祉会館の使用については、なお従前の例によるものとするものでございます。以上

が、くにたち福祉会館条例の一部を改正する条例案の内容でございます。御審査のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 こちらの料金改定のところですけれども、まず１つ、料金改定のなされていな
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いところと各ホールであるとか会議室のところ、どのような理由があって原価計算のところで変更が

なされないという計算になったのか教えていただければと思います。 

○【関福祉総務課長】 それでは、お答え申し上げます。まず、利用料を改定する部分と現行のまま

にしたところという御質疑でございますが、 初の補足説明にもございましたように、原価計算結果

に基づきまして、乖離のあるものについて各施設の料金をはかりつつ、改定するという方針でござい

ます。 

 今回の福祉保険委員会資料№80の使用料・手数料の見直し内容（案）の16ページをごらんください。

こちらに理論上の適正価格と現行料金、それに対する乖離率を示した表を用意してございます。おお

むねこの中で約20％以上の乖離のあるものについて料金改定を行うという形で、条例案を策定してお

ります。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。済みません。私の言い方があれだったのかもしれませ

んけれども、計算のところで何か、例えば会議室とかホールの改定した部分、また改定してない講習

室とか講座室は何か違う要因があってのことなのか。 

○【関福祉総務課長】 特段違うというものはないんですけれども、それぞれの部屋の面積状態、そ

れから料理講習室などについては使用機材、そういったものも加味して、今回のような案に結論づけ

させていただいたところでございます。 

○【柏木洋志委員】 わかりました。面積等々の要因であるとか、もとの設定料金の関係も多分含ん

でいるということだと思います。 

 では、もう１つ質疑させていただきます。ほかの委員会でも質疑させていただいているかと思いま

すが、この改定に関して消費税なども考慮に入っているということですかね。よろしくお願いします。 

○【関福祉総務課長】 もともとこの料金については、長らく改定を行っていなかったというところ

もございまして、先ほど補足説明をさせていただきました行財政健全化の方針の１つの中で検討させ

ていただいた結果というところでございます。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。会議室や大ホールの値上げをするに当たって、例えば

市民の利用している層といいますか、例えばほかのところだと、グリーンパスがどうのとかいうとこ

ろがあると思います。もしくは減免団体がどうのとか。そういうところに関してどのような影響が出

るのか伺っていいでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 今回の料金改定につきましては使用料の改定のみでございまして、福祉会館

の使用については、約８割の団体の方が福祉関連の減免ということで御使用いただいております。そ

の減免団体の利用規定については変更するものではございませんので、今まで減免で使っていただき

ました団体の皆様には従来どおり使っていただけるところでございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 以前もちょっと申し上げたんですけれども、料理講習室ですね、福祉会館の

料理講習室と、あと南市民プラザのほうには調理実習室があるんですけれども、これが恐らく、その

広さでいうと、むしろ南市民プラザのほうが広いんじゃないかなというぐらいの感じで、あと使いや

すさもはるかに南市民プラザのほうがいいんですね。さらに言うと、駐車場もついていますから、い

ろんなもの、道具を運んでいくときもとっても便利。ところが、料金を見ると倍近い差があるんです。

福祉会館のほうが倍近くになっています。この理由は何なんでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 もともとの結果のところから、当時のところから計算された部分はあるかと

思います。その部分については、料理講習室にはいろいろな機材がございますので、そういったとこ
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ろから当時設定させていただいたことになるかと思います。 

 利用のしやすさにつきましては、確かに駐車場の問題ですとか、福祉会館はいろいろな内容もござ

いますので、駐車場につきましては一般利用の駐車スペースなどの確保にも努めまして、有料の方、

減免団体の方を含めまして、よりよい利用の方向にこれからまた努めてまいりたいと思っているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○【黒澤政策経営課長】 済みません。補足でございます。これは施設ごとに原価を出しておりまし

て、福祉会館と南市民プラザで施設にかかっている全体のコストが福祉会館のほうがかかっていると

いうことから、同じ料理講習室で広さが違ったとしても、福祉会館のほうが高いということでござい

ます。 

○【石井めぐみ委員】 料金の設定についてはわかりました。 

 これも以前から申し上げているんですけれども、実際には料理講習室って料理で使われていること

が実は大変少ないんです。使用率は高くないです。というのは、時間の区切り、午前中は９時から12

時までとか、夜間は６時から10時までという区切りだと、御飯はつくったけれども、食べる時間は一

体どこになるのということで、これ本当に使い勝手が悪いんです。ほとんどの施設が午前、午後、夜

間という区切りでやってしまっているので、一律でこのようになっていると思うんです。私はむしろ、

例えば９時から14時までで2,000円、15時から21時までで2,300円、こういうふうにしてしまったほう

が利用率は上がると思うんです。これについてはいかがでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 お答え申し上げます。確かに今回の見直しの中では、申しわけありません、

利用料金の改定のみということで議論させていただいたところでございます。利用時間については確

かに料理講習室、料理という利用目的の中から見れば、食事の時間に合わせた利用時間というんでし

ょうか、時間ごとに貸し出すというのが本来の目的に使われるのではないかというところがあるかと

思いまして、このあたりは、済みませんが、今後検討させていただければと思います。 

 ただ、そのように時間をここだけずらすのか、あるいは例えば１時間ごとの時間貸しにするのかと

いうところになりますと、ほかの施設との利用の設定をどのように整合性をとるのか、あるいは先ほ

ど御質疑の中にもあったとおり、会議室が埋まっているので、料理講習室を会議室がわりに使うとい

う利用のされ方もあるというふうにも聞いておりますので、そういった利用の仕方をもう一度、例え

ばアンケートですとか、そういった利用の意向を皆さんのほうから捉えまして、今後、より利用のし

やすい施設のほうに変えていくということは検討していきたいと考えているところでございます。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。料理講習室がこれだけ値段が高いというのは、調理

器具とかいろんな設備を使うことが前提でもって高いんだと思うので、それはやっぱり使っていただ

かなくちゃいけないと思うんです。なので、使う方、利用者の視点で考えて、料金の設定とか時間の

区分というのはやっていただきたいと思います。これは早急に考えていただきたいということをお願

いして、以上です。 

○【望月健一委員】 それでは、端的に御質疑させていただきます。今回の改定は、値上がりしたり

値下がっているところもあったりで、さまざまなんですけれども、福祉施設に関しまして、福祉会館

の御利用者の方から空調が寒いといった御指摘をいただいているんです。そういった点もこういった

改定によって改善されるんでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。確かにこのような形で料金を改定するだけにとどめるこ
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となく、次年度、令和２年度につきましては、まず空調機器の設備更新を会議室を中心に行うところ

でございます。このような形で利用の方には快適な環境で御利用いただけるように、老朽化している

施設の更新については年度ごとに考えていきたいと思っております。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ぜひともよろしくお願いします。 

 先ほどの石井めぐみ委員の質疑の答弁の中で、駐車場の一般利用者に関しても拡大してきましたと

いう答弁がありましたけれども、それに関してもう少し詳しく教えていただけますか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。従来、福祉会館の地下については、駐車禁止除外指定車

両という、指定された車両以外の一般の御利用者の方の駐車場については特にスペースがなかったと

ころでございますが、今回、見直しをさせていただきまして、駐車禁止の除外指定車両のスペースを

２台ほどにさせていただいて、残り、メンテナンス業者の駐車スペースなども見直しをさせていただ

いて、今現状で４台の一般利用者向けの駐車スペースを生み出させていただいているところでござい

ます。しばらくこの利用の中でいろんな御意見があれば、福祉会館やシルバー人材センターの入って

いる業務用車両の見直し、効率化も含めて、そこは生み出していきたいと考えているところでござい

ます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。聴覚しょうがいしゃの皆様から、かなり以前だと思う

んですけれども、駐車場が使えなかったという御指摘もいただいたので、そこは改善がなされたとい

うことでありがとうございます。 

 また、福祉会館は高齢者の御利用が多いということで、車の利用の拡大の御検討をさらにお願いし

たいところであります。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 先ほど減免の方が80％ということを伺いました。福祉会館なので、減免団体

の方が多く使われるということは私はとてもいいことだと思います。しかしながら、２割の方、今回

の改正に係る方だと思うんですけれども、どのような方が利用されているのか教えてください。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。有料で御利用いただいている団体の皆さんにつきまして

は、近隣のマンションの管理組合さんの会議等で使っていただいているところがまず大きいところか

と思います。それからあとは、劇ですとか音楽ですとか、そういった社会人サークルの方々の練習で

御利用いただいているという現状でございます。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 稼働率といいますか、利用率のほうはどのような感じになっているか教えて

ください。 

○【関福祉総務課長】 全体の稼働状況でいいますと、例えば大ホールの午前や午後については、平

成30年度の稼働率は大ホールの午前・午後は約94％ということで、高い稼働を示しているところでご

ざいます。ほか、会議室などについても、午前・午後については80％以上の利用率を出しているとこ

ろでございますが、夜間につきましては、例えば５割程度であるとか、場所によっては３割程度であ

ったりという形で、利用が低いという状況が見られます。どういった形で御利用いただくかについて

は、今後検討していきたいと考えているところでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 料理講習室などはどのぐらいの稼働率ですか。 

○【関福祉総務課長】 お答え申し上げます。30年度につきましては、料理講習室、午前が44％、午

後が45％、夜間が17％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】 この辺のところをしっかり考えていくべきだと思います。福祉会館ではあり

ますけれども、いつも私、申し上げておりますように、この辺の使い方をきっちりと使っていく、皆
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さんに使いやすい形で大いに利用していただいて、稼働率を上げていく。そして、これで歳入がふえ

るわけですし、それがふえてくれば福祉会館自体の、先ほどエアコンのことなどもございましたけれ

ども、そういう使いやすさもきちっと保持しながら、稼働率が上がっていく方法をここでしっかりと

考えないともったいないと思います。 

 先ほども石井委員がおっしゃられておりましたけれども、料理のところなどもこのような使い方が

できるという、もっと広報をされれば使い方もふえると思いますし、夜間もそのようなサークル活動

をされている方が多いということであれば、夜間そういう練習をされたいという方も多いと思います。

なので、その辺のところもしっかりと運営していただきたいということを申し上げたいと思います。 

○【重松朋宏委員】 前の委員からの質疑で大分明らかになってきたと思うんですけれども、福祉保

険委員会資料№80の16ページのこの表です。ちょっとまとめたいと思うんですけれども、ここにある

理論上の適正価格、それから改定料金、これはどちらも個々の部屋の利用状況や稼働率は全く考慮し

ていない形で金額が設定されているということでよろしいでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。理論上の適正価格を導き出すために、その上段にありま

す１年間の施設運営、維持管理に係る費用を参考にしておりまして、トータル的に理論上の適正価格

を算出しているところでございます。以上でございます。 

○【黒澤政策経営課長】 各部屋ごとの稼働率は考慮しておりません。以上です。 

○【重松朋宏委員】 その上で、改定料金のほうはいかがでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 改定料金についても同様でございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。 

 それでは、先ほど減免されているのが80％と答弁がありましたけれども、９月議会の報告事項の中

で、福祉会館は無料原則だということを私も初めて知りました。ところが、本体の福祉会館条例の第

12条第１項で「会館の使用は、無料とする」としながら、同項ただし書きで地域住民団体の会館使用

に関する事業は使用料を徴収するとして、改めて第13条で減免するという、何が無料なのかよくわか

らない形になっているということを改めて知ったわけですけれども、非常にややこしいので、ここで

条例そのものをきちんと見直して、無料原則だけれども、目的外使用については使用料を、別表の使

用料を取るみたいな形で、きちんと原則をはっきりさせたほうがすっきりするんじゃないかと思うん

です。そういうことは今回は考えられなかったということでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。申しわけございません。今回は利用料金の改定のみを検

討させていただいたところでございます。料金設定のあり方そのものについては議論が足りてないと

ころでございまして、先ほど別の委員からの御質疑にあった時間帯の検討ですとか、稼働率を上げる

方策、そのあたりも含めまして今後検討させていただきたい、そのように考えているところでござい

ます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 私も委員の質疑を聞いていて、すごく課題が整理できてきたなと思いました。 

 今回の改正によってふえるお金ですか、現状、使用料幾らで、この値上げによって、また値下げに

よってどういう結果になるのかという見通しについて教えてください。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。まず、平成30年度の福祉会館の会議室等の利用状況につ

きましては、93万4,000円という金額でございました。ほかの委員会でもトータルで御説明していま

すとおり、福祉会館の利用については、この改正によって大体２万6,000円程度の増になると試算さ

せていただいているところでございます。以上でございます。 
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○【上村和子委員】 想像したよりも少ないですね。この改正によって２万6,000円だということで、

これは総体として、国立市の姿勢として、この確認でいいかというのをしたいんですけれども、福祉

会館というのはその目的からいって減免、お金を取らないで福祉のために使ってほしいというのが基

本にあって、まさしく重松委員がおっしゃったとおり、目的外の使用に関してのみ使用料を取ってい

く。その方針を変えていないということで、これからも変えないという、大きな柱の確認としてはそ

れでよろしいですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。今、御質疑いただいたとおり、福祉会館については福祉

のための利用というところでございますので、今言ったような減免の考え方等については現時点で変

更する予定はございません。以上でございます。 

○【上村和子委員】 それでは、この使用料・手数料は今は93万4,000円で、改正して２万6,000円プ

ラスになるんだけれども、これを例えば200万円にしようとか、300万円にしようとか、そういう計画

はないということですね。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。現状、ここで利益が上がるという施設での想定は今して

おりません。ただ、地域の拠点ということで、ここにいろんな理由、有料利用も含めて、来ていただ

いた方に福祉会館にはいろいろな相談拠点なども設けておりますので、そういったところがあるとい

うことを知っていただくためにも、できれば多くの方に利用いただきたい。そのためには稼働率を上

げる方法を考えていきたいと思ってございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 それでは、今までの委員が言ったような稼働率を上げていく方法とか、もっと

有効に料理講習室を使ってもらうようにという、そちらの工夫のほうが今求められているのかもしれ

ないです。 

 それでは、 後の質疑ですけれども、そういう意味では今回の使用料・手数料の改正は、おおむね

すごく工夫をしたと。基本の方針を固めながら、どうにか原価率に応答するようなものに上げていっ

たというのは、すごく工夫は見えています。むやみに上げていったものではないということはよくわ

かります。その上で委員が審査しているわけですけれども、今後、このような使用料・手数料の改定

というのは当分ないと思っていいんですか。それとも来年はやります、２年後にやりますということ

ですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは健全な財政運営に関する条例の規則において、４年に１度行うとし

ておりますので、また４年後には見直しを行う。ただ、見直すということと料金を改定するというこ

とはまた別の話でございますので、４年に１度は見直しをしてまいります。 

○【青木淳子委員長】 ほかは。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 本条例改正については賛成いたします。 

 理由としましては、理論上の適正価格を求めた上で改定料金を設定するというのは、１つの合理的

な考えかなと思いました。ただ、多数の委員からも指摘されましたように、利用状況、稼働率を見な

がら料金設定を誘導していくようなことをまず第一に考えていただけたらと思います。利益を上げる

施設ではありませんし、また部屋貸しの機能ですから、コストが大きくふえることもなければ大きく

減ることもない。大体コストは一定しているものですから、より利用されていくということが一番だ

と思います。特にほかの集会所と違いまして、福祉会館については無料原則がある、極めて権利性も



－ 10 － 

高い、部屋貸しをして活動することに権利性がある施設だと思いますので、その点お願いしたいと思

います。 

 そして、条例の本体についても、きちんと無料原則のもとで、目的外利用については有料としてい

くように条例全体を今後見直すように改定をお願いしまして、本条例改正については賛成といたしま

す。 

○【柏木洋志委員】 本条例の改正に関しては、反対の立場で討論をさせていただきます。 

 まず１つ、この改定で乖離率が大幅にあるところは値段を改定するというところで、なおかつただ

いま市長部局のほうから８割が減免団体ということでありました。残りの２割はおおむね、例えば社

会人サークルだというところではありますが、そもそも利用しやすいような環境を整えてほしいとい

うところでは、この料金の見直しをするというのは今もしくは今後、利用しづらくなっていく、そう

考える方がふえていく可能性が残ってしまうというところ、そしてほかの委員会でもありましたが、

料金の改定等のところで消費税等も勘案していくということがこの間ありましたので、そこの２点で

反対の討論とさせていただきます。 

○【上村和子委員】 私は賛成いたします。まず、福祉会館の基本的な姿勢というものが本日確認で

きました。 

 それで、私自身が実はこの場所については、毎回議会が終わるたびに、唯一安心して借りられて、

議会報告会ができる場所であります。そういう意味では93万4,000円の中に私の３回か４回分が入っ

ているんだなとか思って、だから値上げされていいと思います。本当に安心して借りられて、しかも

車椅子の人も使えてという場所は市内に余りありませんので。それで８割、大変使われていて、福祉

で貢献している施設であるということで、減免団体はさわらなかったということを評価いたします。 

 さらに、きょう委員の人たちが言ったように、稼働率を広げていく、それは使用料を取るためでは

なく、福祉会館の本来の目的に沿って稼働を高めていく、多くの人に使っていただくという、減免団

体がもっともっとふえてもいいと思います。それでこそ福祉だと思うんです。 

 特に夜間の利用というところで、それとお金を払っている団体に社会人サークルとか劇をやってい

る人がいるというお話でしたが、実は福祉会館で長年劇の練習をしていて、今、毎年矢川上公園で野

外演劇をしてくださっている劇団があります。みんな貧乏なんです。本当に貧乏で、働きながら野外

演劇をやっている人たちであります。そういう人たちが練習するときに、ゼロではなくていいけれど

も、そういう人たちがやっていくときにもう少し使いやすくなるといいかなということを要望してお

きます。 

 お金を払う人たちの中にも、もしかしたら社会活動、文化活動しているんだけれども、実はお金に

困っているという人がいるかもしれません。そういう人たちの相談にも乗ってあげて、新たな福祉会

館の生きる道、ソーシャルファームについても検討していきたいという声もありますから、新たな福

祉会館の生かし方も考えていただければと思います。賛成いたします。 

○【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。 

 福祉会館は福祉目的ということで、基本無料というのは私も賛成しています。ただ、福祉会館とい

えども維持費はかかるわけですから、その維持費の部分、少しでもほかの方たちの利用率をふやして

いくことでそこが賄えていくと思います。稼働率を上げるというのは、その建物の価値そのものを皆

さんにお知らせしないといけないと思うんです。先ほど政策経営課長が、南市民プラザと比べて福祉

会館のほうが価値が高いんだということをおっしゃられました。そのことが一般の市民の方に伝わっ
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ていかないと、この稼働率ってなかなか上がらないと思います。先ほど駐車場を用意してくださった

こともわかりました。 

 それから、バスの便ですね。福祉会館はくにっこなどもとまりますので、バスの便がいいです。こ

のバスを利用することで皆さん来ていただけるようになるんですよということも含めて宣伝をしてい

ただいて、それから何度も申し上げて申しわけないんですけれども、それぞれの部屋がどのような使

われ方をするのかというのをきちんと考えた上での区分を見直していただいて、皆さんが安心して楽

しく使えるような形にしていただきたいということをお願いして、賛成といたします。 

○【髙柳貴美代委員】 私も賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 私は、福祉会館という場所は将来いろいろな希望がある場所だと思っております。いろいろな捉え

方で、またいろいろ細かく変えていくことで多くの利用者がふえて、使いやすい場所となると私は思

っております。地域の活動をされている方も、今、場所が欲しいということを、とにかくまずは場所

だということをおっしゃられます。その場所として福祉会館は非常に有効な場所になっていると思い

ます。私もこちらに来るときにくにっこに乗ってくることがありますけれども、福祉会館で本当に多

くの方がおりられます。地域で一緒に乗ってお話をして、福祉会館の前で行ってくるねっておりられ

る方がたくさんいらっしゃいます。そういった意味で、あそこの場所は国立市民にとって非常に大切

な場所だと思っています。 

 しかしながら、受益者の負担ということも、そういう観点も忘れてはいけないと思うんです。持続

可能な形でそのような大切な施設を運営していくには、厳しい目で見なくてはならないところは厳し

く、きっちりとしていかなければいけないと私は思っています。その辺のところをきっちりとしてい

ただきながら、これからも大切な福祉会館を維持し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。 

○【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(3) 第６９号議案 国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

○【青木淳子委員長】 第69号議案国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案を議題といた

します。 

 当局から補足説明を求めます。健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 第69号議案国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について補

足説明申し上げます。 

 初めに、本条例案の主な改正内容について御説明させていただきます。福祉保険委員会資料№69、

国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の主な内容についてをごらんください。 

 内容でございますが、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税のうち、医療給付分の課税限

度額につきまして、地方税法施行令の基準に合わせ58万円を61万円に、３万円の増額をするものでご

ざいます。なお、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の改定はございません。 
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 それでは、条例の一部改正につきまして、福祉保険委員会資料№70、国立市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例案新旧対照表に基づき説明させていただきます。 

 １ページをごらんください。条例第２条第２項は、国民健康保険税の基礎課税額、いわゆる医療給

付分の課税額と課税限度額を定めております。課税限度額58万円を61万円に改めるものでございます。

第21条第１項は、国民健康保険税の減額を定めており、その中で課税限度額が引用されているため、

改正するものでございます。 

 次に、附則でございます。この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。裏面２

ページの附則第２項では、改正後の国立市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によ

るものとするものであります。なお、本改正案につきましては、税率及び均等割額の改正を行うもの

ではございません。 

 後に、影響額等でございますが、課税額が約562万8,000円増額となり、約190世帯の方に御負担

いただくこととなります。以上が、国立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の内容でござ

います。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 

○【青木淳子委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 上限の値上げということなんですけれども、このことによって値上げになるの

は年間の所得及び収入がどれぐらいの階層の人になるんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 お答えいたします。これまで58万円到達所得ですが、ひとり世帯の方で

1,051万1,000円、これが61万円に引き上がることによって影響する所得金額は1,105万7,000円ほどに

なります。給与収入に換算いたしますと、おひとり世帯で58万円だった場合は1,271万1,000円、61万

円になりますと、到達する収入金額は1,325万7,000円となります。以降１人ずつ世帯員が増してきま

すと54万5,000円、所得が下がっていくということになります。 

○【重松朋宏委員】 大体一千数百万円ぐらい以上の世帯が今回値上げになると。今回３万円値上げ

になることによって、大体年収幾らぐらいで上限に達するのか、そのことについてはまだ計算はされ

ていないですか。値上げになるのと、その結果、上限に新たに達する、つまり年収どれぐらいになる

と、改定後の上限に達するのか。 

○【吉田健康増進課長】 済みません。お答えの仕方が悪かったかもしれません。今回、61万円に到

達する方の年収ということでよろしいでしょうか。 

○【重松朋宏委員】 そのとおりです。 

○【吉田健康増進課長】 先ほどお答えしましたとおり、61万円に到達する給与収入金額の方、こち

ら金額は1,325万7,000円の方になります。 

○【重松朋宏委員】 私の誤解かもしれないんですけれども、今58万円が上限ですよね。それの適用

が1,300万円ぐらいではなくて、今回61万円になることによって上限が1,300万円ぐらいになるという

ことですか。だとすると、現在の58万円の層というのは大体どれぐらいの収入層なんですか。 

○【吉田健康増進課長】 済みません。整理させていただきます。これまでの58万円が限度額だった

場合の給与収入、おひとり世帯で1,271万1,000円、これが61万円に引き上がることによりまして、到

達する給与収入金額は1,325万7,000円となります。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。ひとり世帯の場合、1,271万円ぐらい以上の収入の人が値上が

りになって、1,325万円以上の人が今回の上限になるということですね。 
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 と申しますのは、今回、厚生労働省がまた来年度医療費、介護分を合わせて３万円程度値上げする

方針なので、ひとり世帯で1,325万円以上の世帯も恐らく近々には上がっていくということなんです

けれども、国立市は大体国に１年おくれで上げていく形になってきているわけですが、これをどうす

るのか。市によっては、国の改定に合わせて４月１日から上限を変えたりということもしてきていま

すけれども、今回、国立市としては一気に、今回の３万円プラス、さらに３万円上げてということは

されないということでよろしいでしょうか。 

○【永見市長】 これは歴代の運協では速やかに上げなさいということをいただいております。ただ、

これが今度でいえば６万円一気に上がるということになります。ここで３万円もし可決していただい

て、これは12月議会では出せませんから、３月議会で条例を出して、そして停止条件で、地方税法の

改正ができたら速やかに公布してやりますよみたいな、テクニックはいろいろあるんですけれども、

そういう条例改正案を第１回定例会で出してやって、６万円ということになります。それが可決され

ます。 

 ６万円という額は、国も３万円、３万円と段刻みでやっているものを一気に６万円をつけるために

できるかどうかというのは、いくら所得の高い方とはいえ、さまざま考慮しなければいけない点もあ

ります。そういう意味では３月というか、来年度予算編成の中で考慮しなきゃいけませんので、１月

の半ばぐらいまで私のほうでゆっくりと影響の額とか、さまざまなことを考慮させていただいて判断

していきたい。まだ決めているところではございません。 

○【重松朋宏委員】 まだ決めていないということは、また３月に改定の条例が出てくることも、可

能性としてはあるということですか。 

○【永見市長】 ですから、それは来年度予算編成を考えながら、その中でどう取り扱うことが妥当

か。これは上げないためのぺナルティーというのも歳入面では結構あるわけです、１年おくれになる

ために。ですから、そういうことも考慮しながら、ただし６万円上げることが妥当かどうかというこ

とも含めて、今後私の中でじっくりと考えさせていただきたいと思っています。 

○【重松朋宏委員】 今、御答弁にあった上げないことによるぺナルティーって、具体的にどんなも

ので、どれぐらいのぺナルティーになるんですか。 

○【吉田健康増進課長】 令和元年度までは確かに限度額到達、要は26市もしくは東京都内平均の法

に定めます限度額の平均値を下回っている場合は、補助金がもらえないということがございました。

ただ、こちらにつきましては、令和２年度予算では健康施策のほうに補助金がシフトしてくるという

形になっています。ただし、納付金を算定する際に、限度額は法の基準に基づいた限度額、こちらで

市町村の所得係数というのを出してきますので、国立市がそこに達してないということであれば、納

付金は上がって、税収入は下がってくるということが発生してまいります。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 ちょっとわかりづらかったんですけれども、上限を上げないことそのものによ

るぺナルティーではなくて、納付金の算定に影響が出てくるということでよろしいんですか。 

○【吉田健康増進課長】 ただいま御答弁申し上げましたとおり、令和元年度までは確かに都費補助

金というところでもらえるものがもらえないということが発生しました。ただ、それは令和２年度で

は見直しがかかったということでございます。 

 今、委員がおっしゃいましたとおり、市町村が東京都に納める納付金算定、これは所得係数、医療

費指数、それで影響してくるものでございます。その所得係数を使う場合に、国立市の所得係数を算

定する場合において課税計算をする上で課税限度額、これは法の基準に基づく限度額を適用して算出
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をする形になりますので、納付金はそれが適用されて出されてくる。市の歳入、税は実際には法基準

に基づく限度額まで上げていませんので、収入としては入ってこないという現象が生じてきます。以

上でございます。 

○【重松朋宏委員】 数字のことなので、私、ちょっと苦手なので、よくわからないところもあるん

ですけれども、これ具体的に、例えば今回１年おくれで上限を上げることによって、納付金にどれぐ

らい影響があったのかということは計算できるものなんですか。 

○【吉田健康増進課長】 厳密にこれが限度額まで上げている、上げてないという数値までは、細か

過ぎるところもございまして、済みません、そちらの数値は持ち合わせてないところでございます。

ただ、これまで都費補助金があった部分については限度額を基準まで上げてないとして、1,000万円

ほど補助金が出なかったということがございました。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 参考の数値として、これまでだと1,000万円ぐらいの影響があるということが

わかりました。 

 後に、今回は審議会からの答申もあって、上限の改定については審議会に諮問しないで、上げた

後で事後の答申にするという改定になったわけですけれども、上限を改定していくプロセスについて

は、以前と今後とでは具体的に被保険者にとってどんな影響があったのか、あるいはなかったのか。 

○【吉田健康増進課長】 被保険者の皆様においては、諮問、答申をしないという形において特に影

響が出るとか、そういったことはございません。 

○【重松朋宏委員】 具体的なプロセスとしては、国保運営協議会で説明会をやって、答申した後で

また市のほうで説明会をやってという、かなり二重三重で、丁寧なのか、かえってわかりづらい部分

もあるのかなと思ったんです。今回、結局パブコメもゼロ件、説明会の開催とありますけれども、開

催そのものが今回台風の影響で開催しなかったということですかね。このことをどのように、市とし

ては知らせているんだけれども、肝心の市民からの反応がなかったというのは、知らせ方にいろいろ

工夫の余地があるのかなとも思うんですけれども、この件について 後に１点伺います。 

○【吉田健康増進課長】 パブリックコメントにつきましては、10月１日から25日まで行いました。

説明会については10月18、19日ということで、２日間の実施をいたしました。以前に広報の仕方とい

うことで、該当する収入金額、所得金額の方、そちらを示して広報しないとわかりづらいだろうとい

うことで、そういったことも記載をさせていただきましたが、結果的にお越しいただいた方はいらっ

しゃらなかった。実施はいたしました。以上でございます。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 今回の上限の改定につきましては、私は賛成いたします。 

 ただ、パブリックコメントも説明会の参加者もゼロ人ということで、対象となる人に国民健康保険

のことを意識してもらうという意味でも、どう知ってもらうのかというのは、まだまだ工夫の余地が

あるのかと思います。これは負担が上げるということですけれども、これはこの制度のことをさらに

よく知ってもらうチャンスと捉えて、この機会を市民説明やパブリックコメントというのに使ってい

ただければと思います。 

 その上で、国が今、３年連続で医療費と介護納付金の上限を上げてきているわけです。これを一旦

お休みするのか、また４年連続となっていくのかわかりませんけれども、国立市としてもどこかで追
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いつくような努力を考えていただければと思います。例えば一旦お休みするようだったら、一気に３

万円、数万円上げるのではなく、１万円ぐらいずつふやしていって、段階的に国に追いつくようにす

るのか、あるいは国が毎年上げてきているようでしたら、それも国立市の上げ幅を少しずつ大きくし

ていって追いつくのかという形で上げていっていただければと思います。 

 全体としては、医療費から介護納付金まで含めて、厚生労働省が今言っている数字ですと、今回99

万円が上限になってくるということで、高額の所得者にとっても大分負担が大きくなってきていると

思いますし、また対象者そのものがどんどん少なくなってきている、そのことによる財政的な効果と

いうのもどうしても小さくなってくるとは思うので、上げることについて、高額所得者だから絶対的

にいいんだとは言えない段階にひょっとすると来ているかもしれないと思うんですけれども、今後、

考えていって、審議会でも、あるいは議会に対しても、丁寧な説明と市民への広報の工夫をお願いし

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。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

午前１０時５８分休憩 

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

午前１１時１５分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(4) 第７７号議案 令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、民生費、衛生費） 

○【青木淳子委員長】 第77号議案令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち福祉保険

委員会が所管する歳入、民生費の一部、衛生費の一部を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、令和元年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、福祉

保険委員会が所管する部分につきまして補足説明をいたします。 

 初めに、５ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正のうち、福祉保険委員会の所管す

るものは追加が４件です。 

 矢川保育園建設に係る社会福祉法人くにたち子どもの夢・未来事業団の借入に対する債務保証につ

いては、事業団の借り入れに係る利子負担額を軽減するため、期間が令和元年度から令和22年度まで、

限度額を元金１億円及びこれに対する利子相当額とする債務負担行為を追加するものでございます。 

 次に、ベビーシッター利用支援事業負担金については、令和２年度もベビーシッター利用支援事業

を実施するため、期間が令和元年度から令和３年度まで、限度額を219万4,000円とする債務負担行為

を追加するものでございます。 

 西保育園空調機取替事業については、西保育園調理室の空調機を取りかえるため、期間が令和２年
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度、限度額を185万7,000円とする債務負担行為を追加するものでございます。 

 次に、青少年国内交流事業委託料については、令和２年度に実施する青少年国内交流事業の交通手

段を確保するため、期間が令和元年度から令和２年度まで、限度額を296万4,000円とする債務負担行

為を追加するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。14ページ、15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、歳出の補正予算に対応し、老人保護措置費本人等

負担金を減額するものでございます。 

 款14国庫支出金、項１国庫負担金については、障害福祉サービス費に係る歳出の補正予算に対応し、

障害者自立支援給付費負担金を増額するものでございます。 

 項２国庫補助金については、歳出の補正予算に対応し、保育所等整備交付金を増額するものでござ

います。 

 款15都支出金、項１都負担金については、障害福祉サービス費に係る歳出の補正予算に対応し、障

害者自立支援給付費負担金を増額するものでございます。 

 項２都補助金については、歳出の補正予算に対応し、待機児童解消区市町村支援事業補助金を増額

するものでございます。 

 16ページ、17ページにかけてが、款18繰入金、項２基金繰入金です。ひとり親家庭等レクリエーシ

ョン交流事業に係る歳出の補正予算に対応し、母子家庭等の自立及び子育ち支援基金繰入金を減額す

るものでございます。 

 次に、歳出の補足説明をいたします。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。 

 32ページ、33ページをお開きください。款３民生費、項１社会福祉費につきましては、契約差金に

より、生活困窮者自立促進支援事業委託料を減額するものでございます。 

 34ページ、35ページをお開きください。決算見込みにより、高齢者食事サービス委託料や障害福祉

サービス費を増額するものでございます。 

 続いて、36、37ページの項２児童福祉費です。中ほどより下のほうになりますが、契約差金により、

システム変更委託料を減額するものでございます。 

 38ページ、39ページをお開きください。消費税対策の一環として、寡婦・寡夫控除の対象とならな

い未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金を追加するほか、改修工事により、定員を拡

充する市内の市立保育園に対する保育所改修費等支援事業費補助金を追加するものでございます。 

 40ページ、41ページをお開きください。中ほどになりますが、決算見込みにより、公立保育園に係

る臨時職員賃金を減額するほか、認定こども園化される園に対する認定こども園施設整備費補助金を

追加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。44ページ、45ページをお開きください。契約差金により、

生活困窮者自立促進支援事業委託料を減額するほか、決算見込みにより、被保護者自立促進事業支給

経費を増額するものでございます。 

 46ページ、47ページをお開きください。款４衛生費、項１保健衛生費につきましては、中ほどより

下のほうになりますが、他自治体と母子保健に関する情報連携を図るため、健康管理システム改修委

託料を追加するものでございます。補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し
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上げます。 

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

正予算書の該当するページを発言していただきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 それでは、順次質疑していきたいと思います。予算書36ページから39ページの

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業について、まず御説明いただけますか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらは未婚のひとり親の方に対する臨時・特別給付金の事業になりま

す。こちらにつきましては令和元年10月から消費税率が引き上げとなる環境の中、子供の貧困に対応

するため、これまで寡婦（夫）控除の対象外でありました未婚のひとり親家庭に対する税制上の対応

について、昨年度の税制改正の中で検討されてきたということが１つございます。 

 昨年度の税制改正の中では、来年度、令和２年度の税制改正の大綱において改めて検討し、結論を

得るということにされたことを踏まえまして、国が未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給

付金支給といった事業を今年度に限り行うことになりましたので、それに伴って補正予算を計上させ

ていただいているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 消費税引き上げに関連して、今年度限りということなんですけれども、これは

先日、合意された未婚のひとり親の寡婦（夫）控除が拡大するまでの、いわばつなぎ的なもので実質

控除するということでよろしいでしょうか。寡婦（夫）控除は所得制限が500万円というのがありま

すけれども、この特別給付金についても同様の形になっているということでよろしいんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 基本的には委員のおっしゃるとおりでございます。昨今のニュースで報

道がございましたが、来年度の税制改正の大綱の中で、寡婦（夫）控除の対象に未婚のひとり親家庭

の方も入るということが決定したということがございますので、今年度に限りまして臨時・特別給付

金を支給させていただくということでございます。 

○【重松朋宏委員】 今回、特別給付金ということですので、申請主義で、申請されたものについて

給付ということだと思いますけれども、これはどのように周知をされるのか伺います。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの特別給付金につきましては、まず児童扶養手当を受給していら

っしゃることが要件となりますので、毎年８月に児童扶養手当の現況届というものがございます。全

てのひとり親家庭の方に対して現況届をお送りしておりますので、まずその中で案内を既に送付させ

ていただいております。 

 国立市では、児童扶養手当を受給されている方の中で、未婚のひとり親家庭の方はおおよそ50名程

度既にいらっしゃいます。既にこの特別給付金の申請をお受けしているところでございまして、今30

名強の方から申請を既にいただいております。今後は、今まだ申請をいただいてない方に、個別に勧

奨をまずさせていただきたいと考えてございます。 

○【重松朋宏委員】 50人もいるんです。結構いらっしゃるんだなと思います。 

 それでは、次に予算書の41ページの保育園運営事業費についてです。これは臨時職員の賃金が500

万円も減額補正されているんですけれども、このことについてまず説明いただけますでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちらでございますが、公立の保育園で当初予定していた雇用ができな

かったということで、実績を見込んだ上で減額補正をさせていただくものでございます。 

○【重松朋宏委員】 当初見込んでいた臨時職員が雇用できなかったということなんですけれども、

何か工夫されたことはあるでしょうか。私、待遇が悪過ぎるんじゃないかなと思うんです。 
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 ちょうど今、国立市のホームページで募集をかけている嘱託員については時給が1,670円ですけれ

ども、７月に募集していた臨時職員の保育士は1,080円なんです。８時半から夕方５時までの週３日

以上の勤務なので、そんなにいろいろ仕事をかけ持ちできるわけでもないですし、しかも保育士資格

を持っていないといけないので、これで1,080円というのはなかなか集まらないだろうと思います。 

 また、朝夕の保育の補助も1,140円ですし、産休代替の調理師、この補正とはまた違うと思います

けれども、これも調理師や栄養士の資格を持っていて1,020円ということで、時給が非常に低いこと

も関係しているかなと思うんです。このことについて今後、会計年度任用職員化していく中ででも、

待遇等をきちんと上げていく中でしか臨時職員って集まらないんじゃないかと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○【平職員課長】 今、御質疑いただいた内容ですが、確かに待遇という面で、例えば賃金というの

は働く方が職を探す１つの大きな要因であると思います。ただ、必ずしもそれだけということではな

いと思いますので、待遇等については労使協議の中で声を聞きながら考えていきたいと思っておりま

す。以上です。 

○【重松朋宏委員】 臨時職員を当初見込みどおり集められなかった要因は、ほかの要因のほうが大

きいと見ているということなんですか。もしそうだとすれば、どう今後改善していくのか。これはた

しか、毎年このところ臨時職員の集まりが悪いというのは聞いているんですけれども、どう考えてい

らっしゃいますか。 

○【川島児童青少年課長】 確かに賃金面というところが大きいのかなと考えているところでござい

ます。あと、周知の部分で知り合いの方に来ていただいたりとか、そういった形で今探させていただ

いているところです。ハローワークなども出させてはいただいているんですが、もう少し御近所の方

等にも来ていただけるように、今年度から各公共施設に保育士募集のポスターを張らせていただいた

りとか、そんな工夫をさせていただいております。 

 あと、来年度から会計年度任用職員に変わることによって、今まで出なかった期末手当が出るよう

な形になりますので、その辺を見守りながら、またどういった形で皆さん来ていただけるのかどうか、

こちらもいろいろ考えていきたいと思っているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。具体的には、また別途提案していきたいと思います。 

 次に、予算書の41ページの認定こども園施設整備費補助金などの私立幼稚園等関連経費について伺

います。富士見台幼児教室の風の子が認定こども園化されるということで、これは３月からというこ

とですけれども、これが可能なのかどうかということと、その結果、定員はどうなるのか伺いたいと

思います。 

○【川島児童青少年課長】 ３月に予定をしております風の子さんの関係でございますが、こちらは

手続関係、建築指導事務所とのやりとりの関係で少しおくれてございまして、４月開所ということで

今動いているところでございます。４月につきましては既に募集等を始めてしまっている状況がござ

いますので、先方のほうには４月には必ずということで、私のほうからもちょっとお話をさせていた

だいているところでございます。 

 定員の関係でございますが、定員に関しましては保育所型認定こども園という形になりますので、

１号認定のほうで15名、２号認定のほうで20名、合計35名の定員で予定しているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 認定こども園は、１号認定も含めて３歳から５歳ですよね。同じく予算書の39

ページの保育所改修費等支援事業費補助金で、これは向陽保育園の改修によってゼロから２歳の定員
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をふやすというものがあるんですけれども、これを含めまして来年４月、待機児童解消の見込みはい

かがでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 お話のありました向陽保育園の改修につきましては、定員10名の増とい

うことで今計画をしてございます。風の子さんでございますが、既に今入所されているお子さん等ご

ざいますので、来年度の募集は少し少ない人数になっているところがあり、これをもって大きく待機

児童解消というのは難しいところでございます。そのように考えてございます。 

 今、１次募集を締め切っているところで、今後また応募の数を見ていきながら、待機児童の対策に

ついてどうしていくかということを考えてまいりたいと思ってございます。 

○【重松朋宏委員】 既に風の子に入所されている人は、１号に移られる方も出てくるということで

すけれども、それでも今より風の子の全体の定員は大きくなりますよね。向陽保育園のゼロから２歳

も含めて数十人ぐらいは定員がふえると思うんですけれども、それ以上に保育ニーズが高まって読み

切れないところはあろうかと思います。今の募集ぐらいからすると来年の４月というのは厳しいんで

すか、それともまあまあのところをいっているのか、大体の感触だけでも伺えたらと思います。 

○【川島児童青少年課長】 待機児童解消の見込みでございますが、向陽保育園で先ほど申し上げた

10名の募集という形を考えております。また、風の子さんについては、２号認定の部分で７名ほど定

員増という状況でございます。その辺を勘案した上で、今の申し込み状況の中で少し待機が出てしま

う状況ではないかと考えているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。幼児教育・保育の無償化もあって、保育園のニーズも膨らんで

いるということをよく一般にも聞きますけれども、幼稚園のほうも無償化されて、預かり保育なども

認定されれば事実上無償になっていくということで、幼稚園も含めて積極的にＰＲして、どの子も待

たされることなく幼児教育や保育が受けられるようなことをしていただければと思います。 

 後に、ちょっと大きなところで、予算書の47ページの健康管理システム改修委託料について伺い

ます。まず、この内容について御説明いただければと思います。 

○【山本子育て支援課長】 こちらは健康管理システムの改修委託料の補正予算を計上させていただ

いております。内容といたしましては、来年度、令和２年６月からマイナンバーを介しました乳幼児

健診などの母子保健情報を市区町村間で情報連携することが、番号法の改正によって決まりました。

こちらに伴いまして母子保健情報の利活用を推進いたしまして、子供時代の適切な健康管理や効果

的・効率的な保健指導を行うためということで、この事業を行う形になっております。 

○【重松朋宏委員】 母子保健情報の情報連携というのは、具体的にはどんなものになるんですか。 

○【山本子育て支援課長】 具体的には、保健センターのほうで子ども保健・発達支援係が行ってお

ります乳幼児健診の情報、また新生児訪問の情報、または具体的に地区担当保健師が、保健指導と呼

んでおりますけれども、支援をさせていただいている内容、そういったものになっております。 

○【重松朋宏委員】 それを情報連携するというのがちょっとイメージできないんですけれども、具

体的にはどういう場面でそれが実際の枠を超えて使われることになるんですか。 

○【山本子育て支援課長】 例えば国立市で乳幼児健診をお受けになった方が、その後、他市に転出

などされ、他市のほうから乳幼児健診の情報照会があったときに、マイナンバーを介しまして情報連

携をさせていただくという形になります。 

○【重松朋宏委員】 市民はいろいろ移り住んでいくわけなので、乳幼児健診などの情報がきちんと

引き継がれていくようにということなのかなと思うんですけれども、これまでどうしていたんですか。



－ 20 － 

紙ベースでやっていたわけですか。 

○【山本子育て支援課長】 委員おっしゃるとおり、個別のケースになりますけれども、紙ベースで

照会をいただきまして、お答えをしているという形になります。 

○【重松朋宏委員】 それが今回、それぞれの自治体の中間サーバーに様式が標準化された個人の健

康情報を登録して、マイナンバーを鍵として転居した先の自治体や、これは恐らくマイナポータルを

利用する個人ですとか、その他国や自治体がアクセスできるようにこれからなっていくというイメー

ジでよろしいでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 委員おっしゃるとおり、中間サーバーのほうにまず情報を、これは番号

連携サーバーをシステムを介しまして、その中にある情報を他市からの照会に基づいて、マイナンバ

ー等を介して連携させていただくという形です。 

○【重松朋宏委員】 その場合、中間サーバーというのは国立市が持っている中間サーバーに登録し

たものに、引っ越した先の自治体などがアクセスできるようにということなんですけれども、となり

ますとそこに登録した個人情報は、例えば親ですとかその人個人が転居した場合、そっくりそのまま

新しい自治体のほうに情報がいくんでしょうか。それともずっと置かれていて、そこにアクセスでき

るとすれば、その情報は消去されずに一定期間国立市にも残るということなんですか。 

○【山本子育て支援課長】 情報の取り扱いに関しては、申しわけございません、明確なお答えとい

うのが今この場ではなかなかできないところなんですけれども、こちらのほうで中間サーバーに設け

ました情報につきましては、自動で他市からの照会に回答する形は今のところは考えてございません。

他市からの照会に基づいて、こちらで情報連携が必要かどうか判断した上で回答するという仕組みを

今考えておりますので、そのような形で運営させていただきたいと思っております。 

○【重松朋宏委員】 ということは、国立市として登録した個人情報は、その人がもし転居して国立

市民でなくなったとしても、持ち続けるということでよろしいんですか。 

○【山本子育て支援課長】 乳幼児健診というのは法定の健診になっております。そちらの実施主体

というのは国立市、国立市長となっておりますので、国立市民であったときの乳幼児健診のデータと

いうのは国立市の情報ということになりますので、国立市のほうで保有する形になります。 

○【重松朋宏委員】 多分、永久保存ではないと思いますので、そこは一定期間、法令に基づいて保

有し続けるということだと思います。 

 そこで乳幼児健診情報というと、すごくニュートラルなイメージなんですけれども、実際には医師

診察の所見の個別項目というのがあったり、あと家庭環境などの背景情報というのもあるらしいんで

す。ということは、具体的にやや機微なプライバシー情報も含まれるものを、これまでは紙ベースで

それぞれの自治体でつくって保管していたものが、全国標準のフォーマットに基づいて入力したもの

をそれぞれの自治体の中間サーバーできちんと管理して、必要に応じて照会されたら、必要な部分を

提供するということでよろしいんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 データ標準レイアウトといったものが国から示されておりますので、そ

ちらに基づいて情報を入力していく予定になっております。その中に、委員おっしゃったように、健

診に関して医師からの所見があるかないかといった項目がございますので、そこにまず入力をする形

になります。それ以降の細かい内容につきましては、国のほうから示されておりませんので、まずは

所見があるかないかといったところの入力になります。 

○【重松朋宏委員】 まずは中身ではなくて、健診を受けたかどうかとか、所見があるかないかとい
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うところから登録していくということなんですけれども、厚生労働省令ですと、必須記載事項と自治

体任意で記載する事項というのが設けられているみたいで、必須記載事項は妊娠中の経過や乳幼児健

康診査の記録など、多分あるかないかだけではなくて、またさらに書き込む部分もあると思うんです

が、自治体任意の記載事項について厚生労働省が例示しているものの中では、日常生活上の注意、育

児上の注意、妊産婦・乳幼児の栄養の摂取方法、予防接種に関する情報など、結構細かいレセプトデ

ータに近いようなものも国は今後想定しているようなんですけれども、国立市は現時点で、任意の記

載事項についてもそこに載せていくかどうかということについてはいかがでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 委員おっしゃったように任意の記載事項になりますので、申しわけござ

いません、現時点でそちらに記載するかどうかというのは検討しておりませんが、おっしゃるとおり

機微な個人情報の取り扱いということになりますので、そこは慎重に検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。機微な個人情報になりますので、今のところ引っ越した先の自

治体から照会があったときに、そこの部分に限って提供していくことを考えているということですが、

民間事業者のアクセスについてはいかがでしょうか。今想定されていなくても、将来的に民間事業者

に医療者であったり、保険であったり、拡大されていくのではないか、あるいは民間事業者は今はな

くても、それを今後考えていくのではないかと思いますけれども、そのおそれはないでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 申しわけございません。今回、母子保健情報は、健康管理システムに関

するマイナンバーを介しての情報連携のシステム改修のものになりますので、今後の国の考えとか動

向というのは私のほうでは把握しておりません。 

○【重松朋宏委員】 今後のことについては担当課としては把握してないということですけれども、

これは厚生労働省は乳幼児時期、学童期の健診予防接種等の健康情報の一元管理の１つとして整備さ

れていくみたいで、健康情報の一元管理というのがもっと大きな健康寿命延伸に向けたデータヘルス

改革の一部に位置づけられているみたいなんです。この中には、例えば日本医師会が慎重姿勢をとっ

ている医療データ、まさに機微な個人情報そのものになるんですけれども、医療データの連携という

のも入ってきていて、ひょっとすると医療データやその他の年金や社会保険のデータなどと母子保健

情報のデータリンクというのも今後考えられていくんじゃないかと思うんです。そういう全体像につ

いては市としては把握や情報収集というのはされていますでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 データヘルスの一環で、まずは母子保健情報からといった説明は国のほ

うからも確かにございますので、今後、委員おっしゃるように拡大していくこともあるかもしれませ

んが、先ほどもお答えしたように現時点で、申しわけございません、担当課のほうではそちらの今後

の国の考えとか動向というのは把握してございません。 

○【石井めぐみ委員】 では、１点だけ質疑させてください。17ページ、これは歳入ですけれども、

母子家庭等の自立及び子育ち支援基金繰入金、これは恐らくディズニーランドに行く事業だと思うん

です。この基金の原資というのはどういうものなんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの基金の原資につきましては、過去に母子家庭の自立のために使

っていただきたいということで、ある篤志家の方から御寄附をいただいた、そちらを基金として運用

させていただいているといった形でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ということは、その基金はどんどんふえていくのではなくて、これは使って

いくと減っていっちゃうという理解でいいですか。 
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○【山本子育て支援課長】 こちらの基金を使わせていただいて、先ほど委員おっしゃったディズニ

ーランドのほうにひとり親家庭の方を御招待するといった事業を毎年させていただいておりますので、

基金の使い方としては、おっしゃるように、基金がこの事業の実施に伴って減っていくという形には

なります。 

○【石井めぐみ委員】 この事業、本当に喜んでいる方が多くて、できるだけというよりは永久に続

けていただきたいと思っているんです。なので、基金を取り崩して使っていくということだけではな

くて、今後は、例えばふるさと納税の使い方として、こういうことをやっていて、ここに御寄附いた

だけませんかという形で宣伝をしていただけると、基金を減らさずに済むんじゃないかと思うんです

けれども、それについてはいかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 現在、具体的な寄附の使い道のメニューを庁内で検討しておりますので、

その一環で検討してまいりたいと考えております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。ぜひ検討してください。 

 39ページの歳出のほうですけれども、今回は予定していたより人が少なかったということなんでし

ょうか、これ行くのに条件があるんですか。例えば保護者が付き添わなければいけないみたいな条件

というのはあるんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらのひとり親家庭のレクリエーション事業、私も参加させていただ

きましたが、決して人が少なかったということではございません。全てで100名強の方をバス３台借

り上げましてお連れをさせていただいておりますので、今回、減額補正をさせていただいたのは、競

争入札させていただいた中で予算より低く抑えられたといった形で、減額補正をさせていただいてお

ります。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。今回の減額に関しては、入札で安く済んだというこ

とでとってもよかったんですけれども、今伺ったのは条件があるんですかということです。つまり保

護者の同伴が必要なんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 大変失礼いたしました。こちらは18歳以下のお子さんを養育していらっ

しゃるひとり親家庭の方を対象としております。参加に当たっては、親子ふれあい事業という形でや

らせていただいておりますので、親子で参加していただくことが条件となってございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。そういう目的を持ってということなのではあります

が、そもそもひとり親家庭ということだと、お父様かお母様かわからないですけれども、働いていら

っしゃって、このレクリエーションそのものに参加することが難しいという方もいらっしゃると思う

んです。私はそのお子さんのほうがいろんな意味でより深刻で、行政のほうで何らかのサービスを提

供したほうがいいかと思いますので、今後そういう方たちでも、そういう子供たちでも参加できるよ

うな仕組みづくりというのはできないでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 おっしゃるとおり、ひとり親家庭の方はお仕事がございます上に、育児

もお一人でしていらっしゃるという方ですので、このレクリエーション事業にも参加できないという

方も中にはいらっしゃるかと思います。こちら子育て支援課のほうでは、ひとり親家庭の方の交流事

業というのも別途行っておりまして、これも休日にはなるんですけれども、市内にお住まいのひとり

親家庭の方同士が交流できるような場所も確保させていただいております。そういった中でひとり親

家庭のお子さんに対する支援も子育て支援課のほうではさせていただいております。 

 今はくにサポのほうでひとり親家庭の方の御支援というのは主にさせていただいているんですけれ
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ども、当然子ども家庭支援センターが連携して支援させていただく場合もございますし、お子さんが

まだ乳幼児期の場合は子ども保健・発達支援係、保健センターが母子保健ですとか発達、そういった

面からも支援させていただくことがございますので、子育て支援課全体でお子様の支援といったとこ

ろを考えていきたいと思っております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。18歳以下ということで、例えば小学校の高学年とか

中学生ぐらいになると、むしろ保護者の方がついていかなくても行けるかもしれないので、ディズニ

ーランドって結構チケットも高くて、ディズニーランドに行けるというのは、子供の生活の中でとっ

てもとっても大切な宝物みたいな事業だと思うんです。できるだけ多くの子供たちにこれを享受して

いただきたいと思いますので、例えばボランティアの方が付き添って親御さんのかわりに行けるとか、

そういうことも考えながら、ぜひこれは続けていただきたいと思います。以上です。 

○【上村和子委員】 大きな政策の面で１つ聞きたいんですけれども、まず個別でいくと、33ページ

の生活困窮者自立促進支援事業委託料、これは１年のところを６月からの分ということで２カ月分が

減額になっているということで、その中に就労支援の事業も入っている。これはやまて福祉会に委託

したと。ここに生活困窮者で、かつ就労支援というのが入ってきます。 

 そして、次の35ページで、しょうがいしゃ支援課のほうで聴覚しょうがいの人の手話通訳がふえた

と。これはいいことだと思うんです。あと、精神しょうがいの人で短期入所がふえた。これは40代か

ら50代の当事者である子供、そして親御さんが高齢化したという問題がある。それで、しょうがい者

関係扶助費が大きく伸びたという、これは総体でいえば、しょうがいしゃ政策が発展していったとい

うところで、政策が発展していくから伸びてきた部分であり、課題も見えてくると考えられます。 

 その次、37ページの未婚の児童扶養手当受給者に対する補正で、これは未婚ですから、どういう人

たちが多いんだろうというところで想定できるのが、若い女性ではないだろうかと。若い女性って、

これは聞くこともできるんですが、想定で、若い女性で対象となる人たちがいる。それも結構多いと

いうことも見えてきたと思います。 

 さらに 後のほうでいけば、生活保護費の適正化についての検討も始まったという補正を全体を通

して何が知りたいかというと、健康福祉部、子ども家庭部の中で就労困難者の実態と課題というもの

を突き合わせて考えたことはありますかということをお聞きしたいんです。それを連携して考えたこ

とはありますかということです。なぜこういう質疑をするかというと、ソーシャルファームを考えて

いくに当たって、現在の国立市における就労困難者の実態というものを市役所としてはまとめて把握

している場があるのか、それとも個々にやっているのかということが知りたくて質疑するものです。 

○【関福祉総務課長】 全体を通しての就労支援という観点での御質疑だと思いますが、まず福祉総

合窓口ふくふく窓口は私のほうで所管しておりますので、お答えをさせていただければと思います。 

 トータル的に就労の御相談とか、そういったものはふくふく窓口にも寄せられることが多いという

ところがまず１つ。先ほどありましたように子育てのほうでもくにサポがありますので、そちらでも

御相談があるということで、今、基本的には入っていく窓口はいろいろあるというところでやらせて

いただいておりますが、実際には相談の現場の中では、福祉総合窓口ふくふく窓口の担当者と子育て

のくにサポの窓口の担当者が連携して情報共有したり、カンファレンスを行ったりという形で、都度

都度ケース・バイ・ケースで、現状によって連携して対応させていただいているというのが現状でご

ざいます。 

 あと、しょうがいとその他の生活保護も含めて、全て関連するところは連携をさせていただいてい
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る。そのために、複数の課が連携するような支援を行う場合には、ふくふく窓口のほうで支援調整会

議を持っておりますので、そういうところで共有と情報の連携をさらに高めているところでございま

す。以上でございます。 

○【上村和子委員】 その際に、その当事者が背負っている背景はさまざま困難な状況が複合してい

るし、しょうがいを抱えている人、精神しょうがいを抱えている人、さまざまいると思うんです。な

ぜその当事者が就労困難に陥っているかという分析とか実態、課題の整理というのは、国立市として

はできているんでしょうか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 今、精神にしょうがいのある方の就労支援ということになりま

すと、まず一義的にはしょうがいしゃ支援課のほうに就労支援の支援員がおりますので、そちらの支

援員のほうが状況を細かくお伺いします。それぞれ状況が違いますので、その方に合った就労支援と

いうことで、そういった部分でその方に適したいろいろなサービスがございますので、そういったも

のに結びつけているというのが現状でございます。 

○【上村和子委員】 今ばらばらになっているということを言いたいんだけどね。 

○【関福祉総務課長】 済みません。それから、先ほどの質疑にちょっとつけ加えますと、先ほど委

員のほうから御質疑いただいた総合的にやっているのかというところになりますと、総合的な就労支

援だけに特化した窓口や担当係を置いているところではないというのが現状でございます。 

○【上村和子委員】 ほかにはないですか。子ども家庭部のほうには就労支援員はいないのかお願い

いたします。 

○【山本子育て支援課長】 子育て支援課のほうで、ひとり親家庭の方の就労支援員というのを今１

人雇用させていただいておりまして、ひとり親家庭の就労支援でいいますと、ひとり親家庭の出張ハ

ローワークというものを毎月庁内で実施しております。といいますのも、ハローワークのほうでもひ

とり親家庭の方に対するハローワークの相談窓口というものを設けられておりますので、委員ばらば

らというふうにおっしゃいますけれども、そういった就労困難に陥る背景に即した就労支援という形

を、今、庁内ではさせていただいているかと思っております。 

○【藤崎政策経営部長】 駅前のパラソルのほうでは、女性支援の一環でそういった講座みたいなも

ので就労支援を行っているところがございます。以上です。 

○【北村生活福祉担当課長】 生活保護の分野につきましても、就労支援員というのが専門の嘱託員

としております。そちらにつきましても生活保護を受給しているということで、ケースワーカーと話

をしつつ、査察も含めて対応しているところでございます。対象といたしましては、子ども家庭部と

も重なるところもありますもので、それも含めて一緒になって支援をしているという実態であります。

以上です。 

○【上村和子委員】 このようにいろんな部署がそれぞれで縦割り的にすごい頑張って、連携もして

いるということがよくわかります。 

 それでは、これからの課題として、それぞれの就労支援の現場で見えてきた課題、そして出口はど

うできるのかというところでの総合的、横断的なソーシャルファームを自治体が支援していく上で、

まず就労困難の実態を国立市としてどう把握しているか。そういったことを本格的に政策として立ち

上げたらどうかと思うんです。来年度予算の中にいち早く研究を入れ込んで、東京都の予算をとって

いくという動きを積極的に始めてはどうかと私は思うのですが、いかがでしょうか。これに対して誰

が担当するのかわかりませんけれども、誰が手を挙げるのかもわかりませんが。 



－ 25 － 

○【竹内副市長】 では、答弁します。今の各課長からの話を聞いていると、いかにも縦割りという

ところがあるし、その縦割りを統合していこうという意識も実はあります。これは山本課長のほうで

答弁してもらったように、その考え方はあるので、これは統合的にどうしていけるのかということは

検討してみたいと思います。 

 それから、東京都のほうで新たに政策的な展開をしていきますので、その動きと連携して国立市と

して何ができるかというのは、ぜひ前向きにやっていきたいと思っております。 

○【上村和子委員】 早く来年度予算に入れないと、真っ先に東京都の予算に手を挙げられませんの

で、全額東京都のモデルケースとしてとれるような、ほぼどの課もやっています、国立市。ですから、

まとめればいいんだと思います。皆様方各課本当に頑張っているから、実態は見えてくるはずです。

もしかしたら高齢者のほうにもニーズはあるかもしれないので、シルバー人材センターがちゃんと企

業として成立するかどうかというところも含めて、国立市の全部の仕事を求めているのにないという

人たちの実態を、市役所全員で一遍検討されるといいと思います。 

 もう一点だけ質疑します。これも連携して考えたらどうだろうというところで、39ページに保育事

業推進事業費として矢川保育園などの保育園の基本設計委託料の調整、それとくにたち子どもの夢・

未来事業団運営補助金で派遣職員をフルタイムにするというものが入っております。 

 つまり、ここで私がちょっとお聞きしたいのは、矢川保育園プラス、これ矢川プラスという形で建

設環境委員会でも報告があったかと思いますが、そこに対する設計というものが環境デザインのほう

でなされている。そして同時並行して、くにたち子どもの夢・未来事業団の運営にかかわる理事会が

発足している、実務が始まったと。 

 そこで私がお聞きしたいのは、この設計とくにたち子どもの夢・未来事業団におけるビジョンをど

う統合しているか。建物にそこを担っていく事業団のコンセプトや方向性をどう統合しているかとい

うことがとてもうまくいっているんじゃないかと思っているんですけれども、そこについて少し答弁

をいただけたらと思います。 

○【松葉子ども家庭部長】 今、御質疑いただいた件について、連携ができていると評価いただいた

かと思っているんですけれども、事業団のほうでも今、民という形で既に事業団を設立しております。

保育園の建設については、現場も含めて今しっかり設計をしているところです。また、矢川プラスの

検討の中にも事業団職員も入って、ずっと一緒にコンセプトや何かも含めてやっておりますので、そ

のあたりはしっかり連携ができているんじゃないかと考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 39ページ、保育所改修費等支援事業費補助金ですけれども、こちらのほうは

向陽保育園さんのホールの改修ということで、歳入のほうで15ページの待機児童解消区市町村支援事

業補助金というところに入るのかなと思うんですけれども、これは都の補助金のみなんでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちら向陽保育園さんの改修費の補助につきましては、都の補助とは別

にもう１つ国庫補助のほうも入ってございまして、15ページの国庫補助のところの２の児童福祉費補

助金の３番、保育所等整備交付金にも国の補助金２分の１ということで計上させていただいていると

ころでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 では、国補助が２分の１で、あと都の補助の割合を教えてください。 

○【川島児童青少年課長】 都の補助につきましては、こちらが４分の１の補助という形となってご

ざいます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。先ほど委員のほうからもありましたけれども、待機
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児童対策というのが迫られていると思うんです。向陽保育園さんのようにホールを改修して、新たに

待機児童の対策ができるということですけれども、ほかの保育園でそのように見込まれているところ

は今のところありますか。 

○【川島児童青少年課長】 ほかの保育園さんにつきましては、この件につきましては園長会等で向

陽保育園さんからも報告をさせていただいているところで、各園のところでこういう状況というのは

把握しているところでございますが、ほかの園になりますと、養生のスペースがないということで、

現状では難しいところがございます。ただ、待機児童対策ということがございますので、今後も各園

と情報連携しながら、こういったことは可能なのかどうかということは考えさせていただきたいと思

ってございます。 

○【髙柳貴美代委員】 今ある保育園さんで、可能な限り待機児童対策ができるということも１つの

方法だと思うんです。向陽保育園さんのホールを改修して、10名ぐらいふやすことができるというこ

とでしたけれども、そこが完成した折にはほかの保育園さんも見学に行くとか、そういう実態を把握

していただくという計画などはありますか。 

○【川島児童青少年課長】 特に今の段階ではそういった計画はないところでございますが、完成し

た後、もし何か機会がございましたら各園にも呼びかけて、そういったことができるのかどうか考え

てまいりたいと思ってございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。そういった実情を踏まえた対策のとり方、今すぐで

きる方策を打っていくというのは大切だと思います。都からも国からもかなり補助金がおりていると

いうことですので、この辺のところをしっかりと進めていただきたいと思います。 

○【青木淳子委員長】 では、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４分休憩 

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

午後１時４分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。望月委員。 

○【望月健一委員】 できる限り端的に行いたいと思いますが、多分10分から15分かかると思います

ので、ちょっと御容赦ください。 

 まずは33ページ、福祉総合相談窓口事業の生活困窮者自立促進支援事業委託料に関連してお尋ねい

たします。ソーシャルファーム、他の委員の方が質疑されていましたが、私もぜひともこういったソ

ーシャルファームの仕組みを取り入れていただきたいと思っております。 

 さきの福祉保険委員会の視察において、富山型と呼ばれるいわゆるソーシャルファームの一形態を

視察してまいりました。私、どうしてもソーシャルファームで課題だなと思ったのが、その事業がい

かに持続可能で、かつ働いている方の賃金をしっかり出せるか、そうしたことが課題であったと思う

んです。その点、富山型はやっぱり有効な手段かなと思ったんです。今後、生活困窮者自立支援を行

って、就労支援等も行っていくわけですけども、また仮にソーシャルファームを行うとすれば、どう

いった形態が考えられるか、市としてもし１つそういったものもお考えならば、お考えをお伝えくだ

さい。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。まず、現時点での生活困窮者自立促進支援における就労

準備支援ということですので、就労前の自分にどういったことができるのかというような形で、いろ

いろなセミナーですとか、職業体験を行うというところにとどまっているというのが現状でございま
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す。 

 ソーシャルファームへの結びつきというところになりますけれども、これからの研究ですとか検討

ということになるかと思いますが、委員おっしゃっていただきましたように、まず、どの程度その事

業で収益を上げて、そこで働いている方に、今までしょうがいや福祉サービスのほうでは、賃金とい

いますか、工賃というような形で、非常に少ないような金額というところにはなるかと思いますけれ

ども、自立できるような、生活できるような、そういった収入につなげられるような支援が必要なの

ではないかというふうに考えているところでございます。 

 現状、就労準備支援がそういったことができているかというと、まだまだ就労体験にとどまってい

るというところになります。ただ、就労準備支援の新しい流れとしましては、フードバンクの中継拠

点に、今、就労準備支援で行っていただいたセミナールームを使うというようなところで、就労準備

支援の事業を御利用の方が、そういったフードバンクのお引き渡しのお手伝いですとか、そういった

ものを行うような予定を今考えております。ちょっと小さな一歩になるかもしれませんが、こういっ

たものにつながりながら、ソーシャルファーム、困難な方がどのように就労していけるのかという道

筋はいろいろな形で考えていきたいと、そのように現時点では考えてございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。そうですね。またフードバンクの話も出ました。私と

しては、富山型のようなサービスもぜひとも御研究をお願いしたいところであります。フードバンク

も大切な事業でありまして、特に子供たちに対して、そういったフードバンク、また学習支援、大変

大切な事業と思っております。こちらの今回の生活困窮者自立促進支援事業委託料の中には、こうい

った子供たちの事業というのは含まれているんでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 こちらは、子供の学習支援の事業委託につきましても、令和元年度の前半に

プロポーザルを行いまして、今まで１つの事業者だったものから２つの事業者を選定いたしまして、

現在事業を継続しているところでございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 その利用状況を教えてください。 

○【関福祉総務課長】 現在、まず定員を１カ所21名と定めまして、合計を42名程度と想定した上で、

１つの事業所で15名、もう１つの事業所で14名、現在29名の御利用をいただいているところでござい

ます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 各事業所の利用人数はわかりました。各事業所の定員を教えてください。 

○【関福祉総務課長】 失礼いたしました。各事業所21名ということで行わせていただいております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。まだ定員に余裕があるということがわかりました。こ

ちらに関しては、人数がふえたことに関しましては評価をいたしております。 

 以前から要望させていただいておりますひとり親の家庭に対する周知・宣伝、こういったものを行

っていたら状況を教えていただければと思います。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。この事業に関しましては、児童扶養手当の受給世帯へ向

けて、広報ということで、まず現況届の御案内のときに、子ども家庭部の御協力をいただきまして、

現況届に利用案内といいますか、チラシですね。総合的なチラシ。幾つかある事業の中の一部分とい

うことで、子供の学習支援も御紹介をさせていただきました。また、ほかの委員から御質疑がありま

した、ひとり親家庭のディズニーランドの事業のときにも御案内をさせていただきました。現在、児

童扶養手当世帯の利用は、こういった形で、今現在10名の方が御利用いただいていると。支援につな

がっているという状況でございます。以上でございます。 
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○【望月健一委員】 ありがとうございます。以前からこのことは繰り返し要望させていただいてお

ります。 

 今回の学習支援事業の特徴の１つは、アウトリーチ型の事業があると思いますが、その現状を教え

ていただけますか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。今までこの学習支援をする中心となるのは学習塾のよう

な型。セミナー型といいますか、１つの会場を設定いたしまして、対象の児童の方はそちらに通って

来ていただくということを想定しておりますが、特に在籍の方のうち、なかなか通っていただくのも

難しいような状況の方に関しては、個別に御訪問させていただくという方式を取り入れております。

現時点で、今それぞれの事業所で１名ずつ御自宅への訪問をさせていただいている世帯がございます。

以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。こちらのアウトリーチ型の学習支援事業、定員は何名

ですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。それぞれ大体３世帯程度を現時点では想定させていただ

いているところでございます。以上でございます。 

○【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、もう少し、実需要というんで

すか、私はあると考えております。この事業に関しまして、教育委員会、特にスクールソーシャルワ

ーカーなどとの連携は進んでいるでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 この子供の学習支援につながる児童の方には、スクールソーシャルワーカー

の方からふくふく相談窓口のほうに御相談をいただいて、そこから利用につながっているという世帯

もございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。まずしっかりと教育委員会とも連携していることがわ

かりました。ありがとうございます。 

 ぜひとも、こういった問題は自分も実際かかわって感じるんですけど、やっぱり見えづらい部分も

あると思いますので、ぜひとも、これからも教育委員会と連携しながら、しっかりと行っていただき

たいと思っております。 

 次の質疑に移ります。同じく33ページ、避難行動要支援者の避難行動支援事業費に関して伺います。

まず、この印刷製本費、減額だった理由を教えてください。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。避難行動要支援者の支援事業につきましては、まず、印

刷製本費で、業者に発注する予定だった登録通知書などの一部通知書等の印刷費につきまして、庁内

印刷等で対応することができたというところで、減額をさせていただいたところでございます。以上

でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。庁内印刷で対応できたということでありますが、現在

この避難行動要支援者、対象者はどういった方でしょうか、改めて教えてください。 

○【関福祉総務課長】 まず、65歳以上の高齢の方、介護保険の認定の方、それからしょうがいをお

持ちの方、難病の方等を含めているところでございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。さきの台風に関しましては、この対象者に対してしっ

かりと御案内等の支援はできたんでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 先日の台風19号の災害のときでございます。全員の方にはちょっと御連絡と

いう形にはできてなかったんですけれども、土砂災害の警戒区域の近辺に住んでいる方で、現在登録
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されている方をリストアップしまして、必要に応じてちょっと御連絡をとるような体制を整えており

ました。しかしながら、今後の反省にもなりますが、避難勧告も出なかったというところで、ちょっ

と個別の連絡はしていないところでございます。 

 それから、済みません、先ほどの対象の中なんですが、申しわけありません、高齢者の方は、介護

認定区分、要介護３以上の方ということで、こちらは訂正させていただきます。申しわけございませ

んでした。失礼いたしました。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。では、さきの台風を受けまして、教訓とすべきところ、

改善すべきところを教えてください。 

○【関福祉総務課長】 まずは、この避難行動の要支援者名簿、新しいシステムを取り入れたことに

よって、名簿だけではなく、国立市内の地図上で、どこに登録されている方がいるかというものを可

視化するシステムを取り入れております。こうした中で、さきの台風19号のときも、そういった危険

なというか、災害が想定される区域のところを地図上でリストアップすることができました。 

 反省点としては、そこに個別に、ちょっと早目に御連絡、結果的には御連絡することができなかっ

たというところがございますので、今後に備えては、こういったことを早目に情報伝達できる体制は

整えていきたいと、そのように考えているところでございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。まず、地震と違いまして台風、風水害に関しましては、

小口委員もいつもおっしゃっておりますけども、タイムラインに沿った、時間軸に沿った支援が可能

であります。ぜひとも早期の支援体制をお願いいたします。以上です。 

○【柏木洋志委員】 では、私のほうもちょっと端的にさせていただきます。 

 ページ数からして39ページ、これは保育所運営委託事業費のところです。保育所等ＩＣＴ化推進事

業補助金というのがありますが、これについてまずちょっと詳細を伺ってもよろしいでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちらにつきましては、保育園等で、システムを使用した園児の登園の

管理ですとか、あと保育士さんの連絡ノート等、そういったものを電子化した場合について支給され

る補助金という形になります。 

 この800万円ですが、あと４園分、国立ひまわり保育園、国立保育園、北保育園、きたひだまり保

育園の４園分、１園当たり200万円掛ける４ということで計上させていただいている予算となります。

以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。このＩＣＴ化が進む、要するに登園管理ということで

あったかと思います。１つちょっと気になっているのは、その登園管理をする例えばシステムである

とかいうところが、実際に使う方、恐らく保育園の職員さんだと思うんですけれども、そこがシステ

ムによっては使いづらかったりするものになってしまう可能性もあるのかなと、ちょっと心配すると

ころではあります。これに関して、正直どんなシステムが入るのかとかいうところは、保育園さんで

あるとか、その法人さんのところが行うのかなとは思いますけれども、現場の方が使いにくいシステ

ムはぜひ入れないでくれというような、ひとまずこれは意見にとどめておきます。 

 もう１つ、その下の項目３の病児・病後児保育事業費のところ、運営委託料に関してですが、これ

もまたお願いしてもよろしいでしょうか。 

○【川島児童青少年課長】 こちら、委託料につきまして増額をさせていただいているところでござ

います。こちらにつきましては、現在、市内で１カ所病児・病後児保育をやっていただいております

つくしんぼさんのほうの委託料の増額という形となっております。こちらにつきましては、ことしの
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４月から、地域の保育園等に、感染症の状況ですとか感染症の予防に関しての情報提供等を行った場

合について加算を取れるという制度がございますので、そちらの加算を今年度から取られたというこ

とで、今回、増額補正をさせていただいているところでございます。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。感染症等の情報提供の加算の分の要件だということで

あります。この感染症に関して、それこそ時期的なもので言えばインフルエンザだとか、ちょっと前

のところで言うと、これは当てはまるのかどうかはわかりませんけど、例えば風疹とか話題になった

ときがありましたよね。そういった情報を提供して行うものなのかなというところはありますが、申

しわけありません、私もちょっと不勉強であれなんです。こういった情報は、それこそ都道府県全体、

もしくは国のレベルとかもあるでしょうけども、そういったものを提供するものになるんでしょうか。

それとも、もし何かしらの例えば感染症とかに関して、一部の地域でこういうのが広まり始めている

可能性がありますよというような、広まっていない段階の事前情報というのも提供されるようなもの

なんですか。 

○【川島児童青少年課長】 全体的な状況等につきましては、おっしゃるように保健所等で情報発信

等はされているところになります。この加算につきましては、やはり地域の診療所を併設しているこ

ちらは事業所さんになりますので、診療所等で把握している、やはり地域の実情というところを、今

回加算を取ることによって、10月ぐらいに市内の全保育園を回っていただいて、個別に、地域でこう

いったことが流行していますよとか、予防のためにこういったことをやっていったほうがいいとか、

そういう個別具体的なアドバイス等をいただいているような状況になります。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 はい、わかりました。そういった、例えば感染症とかに関しては、それこそ、

その加算とかの関係もあるんでしょうけれども、病児・病後児保育以外のところ、例えばほかの保育

園さんとか幼稚園さんとかでも、大事な情報になっているものになりますので、ぜひこういった情報

提供に関してはもっと進めていってほしいなというところで、意見にします。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。上村委員。 

○【上村和子委員】 私は、福祉のところでは問題はありません。意見も質疑の中で言いました。た

だし、ほかのところで、旧国立駅舎関連の予算、債務負担行為が多々入っており、そこでは反対です

ので、総じてこの補正予算案には反対という意思表示をしておきます。 

○【重松朋宏委員】 来年度の税制改正の大綱で、未婚のひとり親の寡婦（夫）控除が決まりました。

政府・与党内の公明党と、それから自民党の保守系の女性議員の方の強い働きかけで財務省側を押し

切ったと報道されておりまして、今回のこの議会でも、総務文教委員会でのパートナーシップ陳情が

全会一致で採択されてきたように、時代が急速に大きく変わりつつあるなということを非常に実感い

たします。 

 本補正予算案は、福祉保険委員会の所掌のところでいきますと、やはり大きいのは保育・幼児教育

の質を高めつつ、量も拡大するという予算になると思いますので、その点については大変期待すると

ころです。ただ、量の拡大を追い求めるが余りに、質がおざなりになるようなことがないように、し

っかりしていっていただけたらと思います。定員を拡大するために、詰め込みの発想になってしまう

とか、あるいは幼児教室のこども園化についても、これまで自主管理で小ぢんまりとした参加型の幼

児教室だったものが、認可のこども園になることによって定員もふえますし、保育認定される子供も

入ってきますし、どうしても保育の中身自身も変わらざるを得ないところがあります。その点は運営

事業者がこれまで国立市内で子育てや農との連携なんかも含めてされてきた方々なので大変期待する
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ところでありますけれども、その点、国立市全体の保育や幼児教育の質の向上につながるように、く

にたち子どもの夢・未来事業団や預かり保育を拡大する幼稚園の幼児教育とともに、しっかり取り組

んでいっていただければというふうに思います。 

 それから、マイナンバーを使った母子保健情報の情報連携については、くれぐれも慎重にお願いし

たいと思います。国は、今回は全国でも12億5,000万円程度の予算で、軽微なシステム改修で始める

ということなんですけれども、マイナンバー制度自体が民間事業者からすると小さく生んで大きく育

てると言われるように、 初はマイナンバー制度というものをつくるという小さなところから始めて、

将来的にはマイナンバーをキーとして、あらゆる個人情報の利用や、特に民間への開放が狙われてい

ます。特に多国籍化した保険や医療、製薬、人材派遣といった業界は、かなりマイナンバーを使って

まずはビッグデータとして、その次に個別の個人情報が利用できるようにしていくということが狙わ

れております。マイナンバー制度そのものはもうスタートしているので、それ自体やめるということ

は国立市としてはできないわけですけれども、どこまで個人情報をきちんと守りながら適用していく

のかという歯どめをかけるのは、今しかないと思います。ぜひ自治体レベルしっかりとアンテナを張

って、国がこうするようにって決まってからではなく、受け身ではなくて、情報連携するとしたらこ

こまで、対象もここまで、この情報まで、あるいはこういう提供手段までというふうにしっかりと歯

どめをかけていけるような議論をまず市役所の中で、担当課だけではなく、情報公開の審議会も活用

しながら、しっかりと議論をしていっていただければというふうに思います。以上の理由から、本補

正予算案には賛成といたします。 

○【髙柳貴美代委員】 私も賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。 

 本補正予算案、とても大切な予算ばかりだったので、それはしっかりと通さなければいけないとい

うこと。また、母子保健関連経費の中の健康管理システム改修委託料ですが、こちらのほうも、個人

情報の問題ということもありますけれども、これは非常に連携するということは大切なことだと思い

ます。 

 先ほどの答弁の中で、確かな照会に基づいて個別に対応するという答弁がありましたし、その辺に

は注視していただけるということが確認できました。これは児童虐待の面からも、この連携というの

は非常に重要なことになってくると思います。１人の子供の大切な命をしっかりと守るためにも、地

域連携、またいろいろな部分での連携というのは、これからは非常に重要なこととなっております。

その辺のところにもしっかり力を入れていただきたいということを申し上げ、賛成の討論とさせてい

ただきます。 

○【石井めぐみ委員】 私も賛成の立場で討論させていただきます。 

 補正予算案の多くは執行見込みとか契約差金によるものなので、特にこの中では問題がないという

ふうに思っています。今、髙柳委員もおっしゃっていましたが、母子保健関連費のところのマイナン

バーの情報連携です。これは、昨年起こった、転出したことで子供の情報がわからなくなってしまっ

て、その虐待の実態がつかめなくなるみたいなところが、ここが連携されることで、しっかりとその

子供を追っていけるということで、大変重要なことだと思っています。特に乳幼児健診を受けたか受

けないか、この情報が共有されることで、やはりその転出した先でも、そこの御家庭のことをきちん

と見守ることができると思いますので、こういったことは急いでやっていくべきだというふうに思っ

ています。そういったことも含めまして、今回の補正予算案には賛成とさせていただきます。 

○【望月健一委員】 本補正予算案には賛成させていただきます。 
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 その上で３つ要望させていただきます。１つ目は、富山型のサービスを含めたソーシャルファーム

の研究、そして検討。２つ目は、学習支援事業の需要の掘り起こし、教育委員会との連携。３つ目は、

しょうがい者関係扶助費に連携いたしまして、こちらも教育委員会との関連なんですけども、放課後

デイサービスの関係者と学校の関係者とさらなる連携をお願いしまして、本補正予算案には賛成いた

します。 

○【柏木洋志委員】 今回の補正予算案に関しては、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 今回の補正予算案内において、待機児童の対策であるとか、また病児・病後児保育の運営のところ

で、感染症の情報を提供していくというようなことがあったかと思います。全体の内容で、そういっ

た児童に対する安全というか、衛生面というところが考慮されていること、また、まだちょっと完全

な待機児解消には遠いという状況はございますが、この待機児問題、早くこの待機児をなくしていけ

るよう、解消していくよう要望いたしまして、今回の賛成討論とさせていただきます。 

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

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(5) 第７８号議案 令和元年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案 

○【青木淳子委員長】 第78号議案、令和元年度国立市国民健康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78号議案、令和元年度国立市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

案について補足説明いたします。 

 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337万7,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ74億2,444万8,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について御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国民健康保険制度

関係業務事業費補助金は、歳出補正のシステム改修委託料について、国庫補助として10分の10補助さ

れることから、232万4,000円を計上するものでございます。 

 款７繰越金、項１繰越金、目１繰越金は、財源調整として105万3,000円を増額するものでございま

す。 

 続きまして、歳出について御説明させていただきます。12ページ、13ページをお開きください。款

１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、職員構成等の変動により、給料、職員手当等及び共

済費について、差額合計で105万3,000円増額するものでございます。委託料につきましては、令和元

年５月15日に医療保険制度の適正かつ効果的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

が成立し、国民健康保険法の一部が改正されたことに伴う国保オンライン資格確認等、マイナンバー

での被保険者証資格確認等の実施に向け、基幹系システムの改修が必要となることから、232万4,000

円を増額するものでございます。なお、本システム改修につきましては、令和元年度に国庫補助10分

の10が補助対象となる部分になります。以上が、令和元年度国立市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）案の内容でございます。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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○【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。柏木委員。 

○【柏木洋志委員】 では、13ページの国民健康保険システム改修委託料についてをお伺いします。

基幹システムの改修ということではありますが、先ほどマイナンバーということで伺いました。この

マイナンバーでの保険の照会システムということですので、将来的に、例えば病院のところでマイナ

ンバーカードを提示して保険を照会するというようなシステムの構築ということでよろしいでしょう

か。確認のため。 

○【吉田健康増進課長】 こちらにつきましては、委員がおっしゃるとおりでございます。ただ、国

民健康保険だけではなくて、社会保険、会社の健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等、全ての保険

者に義務づけがなされるということになります。 

 内容といたしましては、委員おっしゃいますとおり、被保険者証のかわりにマイナンバーを利用し

て確認ができると。その確認方法につきましては、医療機関がマイナンバーカードを預かるのではな

くて、被保険者が医療機関にあるカードリーダーにかざして、医療機関の画面のほうで記号番号の確

認がとれるという資格確認の方法になります。以上でございます。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。この照会システムのところで、保険者側が照会できる

ようなシステムをつくらなければいけないというようなことであったかと思います。私もちょっと不

勉強で申しわけないんですけれども、今後、そういった病院のところで提示をして、病院側が照会を

する。カードリーダーということは、病院側がということはあるんですけども、そういったことは、

いつごろから、保険者側ではなくて、例えば病院ないし医療機関等々のところで照会できるシステム

を構築するみたいな発表とかってどっかでされているんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 まず初めに、委員さんおっしゃったところ、整理づけをさせていただけれ

ばと思います。こちらにつきましては、各自治体がシステムを構築するのではなくて、既に都道府県

単位化がなされたときに、情報集約システムというところで、国保中央会、国保連合会のほうで管理

されています。そこに、記号番号、今あるんですけども、これが世帯単位ですので、それで個人番号

を付番した情報をうちのほうから送らせていただくという形になります。 

 こちら、法改正のほうが、先ほど補足説明で申しました令和元年５月15日に、医療保険制度の適正

かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が成立しております。これは国民

健康保険法を初め通常の社会保険の健康保険法、全ての健康保険法において改正がなされております。 

 こちらの実施につきましては、法施行から３年をめどに実施ということになっております。国が現

在示しているのは、令和３年３月末までをめどにという形で公表しております。ただ、これが一斉に

全ての医療機関ではなくて、順次というような表現の仕方をしておりますので、医療機関のそのよう

な体制整備も必要になるかと思いますので、現在、国からはそのように示されております。以上でご

ざいます。 

○【柏木洋志委員】 システム構築等々のところは３年ごろまでにというところかなと思います。こ

れに関して、わかればでいいんですけれども、この照会システムを導入する、ないしするかどうかと

いうところに関して、例えば現場の医療機関ですとか、関係のところから何か意見とかは上がってい

たりするのでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 私ども保険者のほうには、現場の医療機関さん等、薬局さんも含めてです

けども、特に意見というのはまだいただいていない状況でございます。 

○【石井めぐみ委員】 １点だけ教えてください。 
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 これを国立市だけやらないという選択があるんでしょうか。もしそういう選択をした場合のデメリ

ットを教えてください。 

○【吉田健康増進課長】 先ほどお答えしたとおり、国民健康保険ではなく、全保険者への法律的な

義務づけがなされております。例えば国立市が情報を情報集約システムに送り込まなければ、もちろ

ん法令違反ということもありますし、国立市の国民健康保険被保険者が、マイナンバーカードで医療

機関等へ受診に行った場合、資格確認が行われなくなってしまいます。そうしますと、保険適用での

受診がもちろんできないということで、一旦10割負担をしていただくようなことが出るのではないか

と想定しております。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 何点かお尋ねします。マイナンバーカードがいわゆる健康保険証としても資格

確認で使われるということなんですけれども、具体的にどういう場面でそのことによるメリットがあ

るとされているのかお伺いします。 

○【吉田健康増進課長】 これは２つの観点からお話しさせていただければと思いますが、まず被保

険者の方のメリットということになります。例えば就職、転職、退職、引っ越し等による保険証の変

更が生じた場合、保険証発行までに時間がかかりますので、データが更新されていれば、このマイナ

ンバーカードで医療機関等に受診に行ったときに、 新の資格で保険適用で受診ができるということ

になります。 

 また、現在、その手続期間中に既に資格喪失した国民健康保険証を使用してしまった場合、不当利

得としまして、市のほうにその保険適用分を返還していただいて、新たな保険者への請求し直しとい

うのが減少されてきますし、被保険者の方への負担も減るかと思われます。 

 また、負担割合の変更というのがたまにございます。収入の修正申告が起きた場合等、これによっ

て３割から２割になった方、１割部分の返還というのが、また 新の情報が見られることによって、

その分も減ってくるということがあろうかと思います。あとは、まだこれは今後先ですけれども、特

定健診データ、薬剤情報の経年データが御自分で閲覧できることによって、御自分での健康管理にも

役立つのではないかと言われております。 

 あと、保険者と医療機関の事務等についてですけれども、先ほど言いました不当利得、資格喪失後

受診ということで、間違った請求が市のほうにも毎月多くて300件ほど来て、医療機関へ問い合わせ

をしたり、画面確認をしたりというのがございます。これが普及されて使用されていきますと、そう

いったことが減ってくるのかなということになります。 

 あと、これは医療機関さん側のほうですけれども、保険者へ支払う保険給付費の請求について、

新のところに請求ができれば、１回戻して請求し直しといった事務負担の軽減にもなるかと思います。 

 あと、 後に、写真つきのマイナンバーカードということで、医療機関でも、その写真、御本人か

というのが確認できるかと思われますので、成り済まし受診の防止ができるのではないかと国は言っ

ております。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 毎月300件というふうに、これは不当利得ということではなく、恐らく健康保

険証が切りかわったのに、前のカードを提示してしまったとか、職を変わって前のものを提示してし

まったとか、そういう結構ミスに起因するものが多いと思います。そういうのが、この制度を使えば

防げるようになるということで、一定のメリットもあるのかなというふうに聞いていて思うんですけ

れども、今後の費用負担についてはどうなるんでしょうか。国の予算ですと、今年度で300億円で、

10分の10補助ということなんですけれども、2020年度以降の見込みはどのようになるのか。答弁聞い
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ていますと、今回、健康保険証の世帯番号に個人の番号が枝番として付番するだけということなんで

すけれども、新たな支出が、2020年度以降、市町村レべルで想定されているのかどうかを伺いたいと

思います。 

○【吉田健康増進課長】 それにつきましては、現在示されている内容のシステム改修ということに

なります。また、詳細について、今国から示されつつありますので、2020年度、令和２年度予算にお

いてもシステム改修は発生するというふうに想定しております。これも国の補助10分の10で負担をす

るという形で言われております。 

 また、今後の各自治体の負担ですけども、全くゼロということではございません。当然これを利用

するに当たって被保険者１人当たりの環境整備等がございますので、例えば、金額は未確定ですけれ

ども、約10円とか、そういった形で、掛ける被保険者数の各自治体の負担は出てくるのではないかと

言われております。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 この制度を運用するときにもコスト負担が出てくるということなんですか。 

○【吉田健康増進課長】 確かに都道府県単位化になりまして、情報集約システム等、こちらも被保

険者の人数に応じ、単価を掛けて払っております。これと同等に施行されて、実際に運用されていく

と、そこに費用負担は、若干でございますが、出てくるという形になってまいります。 

○【重松朋宏委員】 これまでは、恐らく紙ベースかなんかで来てたようなものが、オンラインの資

格確認というような形で、運用コストなどについても低減されると見てよろしいんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 システム関連になりますと、今、国保中央会、国保連合会のほうで集約し

た情報集約のシステムのデータが蓄積されておりますので、そこにも実際データの追加が入ってくる

と。それと、実際に被保険者の方がこのマイナンバーを使用しまして照会をかけるというところにな

りますと、そこに実際照会が、先のシステムといいますか、そちらに運用コストがかかってきますの

で、その一部を若干負担する。これは自治体だけではなくて、全保険者にかかわってくる部分だとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 答弁のとおりですと、オンライン化されるので、一定手続が合理化、効率化さ

れるように聞こえるわけですけれども、まず、これ、使えるのは、先ほどの答弁の中では医療機関等

とあったんですけれども、まちの中の個別の調剤薬局なんかも入るんでしょうか。その場合、それぞ

れでカードリーダーを設置して、システムを構築して運用など、それなりの負担が個別の薬局や医療

機関にも出てくると思うんですけれども、その見通しについてはいかがでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 委員おっしゃいますとおり、医療機関等とお答えさせていただきましたの

は、調剤薬局も全て含まれてまいります。 

 あと、医療機関側の環境整備ですけれども、こちらについては、済みません、国のほうから私ども

のほうにちょっと情報が入ってきてない部分がありますので、どこまで国が費用負担をして、そのシ

ステムの照会ができるカードリーダーを初め、各環境整備というところについては、済みません、詳

細は把握してない状況でございます。 

○【重松朋宏委員】 ということは、対応できる医療機関や薬局でなければ、もし保険証を持たずに

マイナンバーカードだけ持ってきてしまうと、対応できませんということで、保険証を持ってきてな

いという扱いになってしまうということになんですか。 

○【吉田健康増進課長】 その辺の取り扱いにつきましては、先ほどちょっとお答えしたんですけど

も、10割負担かどうかというところになろうかと思います。ただ、令和３年３月から順次これの環境
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を整えて使用できるようになるというような形になっておりますので、その対応については、国のほ

うから説明なりＱアンドＡが出てくると思いますけれども、そこに注視していきたいと思っておりま

す。済みません。 

○【重松朋宏委員】 医療機関や薬局などのなるべく早い対応が必要ということですね。 

 次に、利用者側の視点から見ていきたいと思うんですけれども、マイナンバーカードを所有してい

たら、それだけで2021年度から保険証としても使えるようになるんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 こちら、さきの関口議員の一般質問で御質問いただいているものとなりま

す。利用するためには、当然手続が必要になります。カードの中に保険者情報が入るのではなくて、

カードを利用して保険証の資格の確認ができるということになりますので、まずは、その被保険者、

御本人様が、パソコンカードリーダーを使用してマイナポータルへのアクセス。それと、これはマイ

ナンバーの12桁の番号を使うのではなくて、シリアル番号、こちら認証番号というのを使用していき

ます。それを使ってまずひもづけを行う。そして、個人単位被保険者番号を入手いたしましたら、実

際に資格確認等システムのほうにアクセスして、確認がとれるようにひもづけということで、２つの

手続が必要になります。 

○【重松朋宏委員】 そう簡単にはできないよと。本人の費用負担も含めてかなりハードルがあるよ

うに思うんですけれども、例えばこういうのを市役所でできるとか、そういうことは検討されていな

いんですか。 

○【吉田健康増進課長】 確かに言葉を使うと難しくなるんですけれども、実際に読み込んで、画面

展開がどのようになるかというのは、私どももまだ詳細まではわかっておりませんが、それについて

は、明らかになり次第、御説明させていただければと思います。 

 また、実際に確かにひもづけをするには、お答えしたとおり、パソコンとカードリーダーが必要に

なってくるということで、じゃ、そのひもづけ作業について、保険者も同じ、健康保険も同じですけ

れども、そういったところで、どのような形で使用できるように環境を整えるのか、国のほうから示

され次第、こちらもそれについて検証して、必要なものであれば取りかかっていきたいと思っており

ます。 

○【重松朋宏委員】 なかなかハードルが高いなあと。電子申告なんかもそうなんです。電子申告が

できるようになるよと言うんですけれども、結構それができるようにするために手間暇がかかって、

そんなことをするんだったら、確定申告のサイトにアクセスして、そこで入力して、ダウンロードし

て、打ち出したものをそのまま送ったほうが手っ取り早いというようなことがありました。電子申告

については、例えば市役所や税務署のパソコン画面でもできたじゃないですか。そういう形で、ある

程度公的にもやらないと、恐らく自動的にマイナンバーカードが保険証として使われるわけではない

ので、実際に使われないんじゃないかなというふうに思います。 

 しかも、カードの有効期限５年が間もなく切れますよね、カードそのものの。たしか来年から更新

時期を迎えると思うんですけれども、マイナンバーカード自体が更新されていなくても保険証として

使えるんでしょうか。あるいは、電子確認をそれぞれでしなきゃいけないんですけども、これも更新

の年限というのはあるんですか。 

○【吉田健康増進課長】 済みません、明らかに確認がとれているところではございませんので、う

かつにお答えしてしまうと間違いを起こしてしまうと思いますけれども、恐らくマイナンバーカード

を利用してということであれば、更新のところは同じ形になるのではないかと想定されます。けれど
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も、そこについては、済みません、まだ示されておりませんので、お答えはちょっとできない状況と

なっております。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。まだわからないということですね。 

 そこで、国民健康保険加入者、そもそもどれぐらいカードをお持ちなのか。国保加入者のカードの

交付者数、交付率と、あと国立市民全体のカードの交付率についてちょっと。 

○【吉田健康増進課長】 事前に、令和元年11月末現在で、国立市の国民健康保険被保険者がどれだ

けマイナンバーカードを使用しているかということでお調べをいたしました。11月末現在で被保険者

数が１万6,176人、このうちマイナンバーカードを取得している方が3,457人、21.4％の取得率となっ

ております。 

 また、済みません、市全体のほうは、ちょっとうかつにお答えしてしまうとあれなんですが、たし

か決算特別委員会では16から18％ぐらいというふうに答弁していたのではないかと思われるんですが。

申しわけございません。 

○【雨宮行政管理部長】 直近の国立市民の方の取得率です。17.3％ということでお答えさせていた

だきます。 

○【重松朋宏委員】 国立市民全体に比して、国保の加入者のカードをお持ちの方が多いということ

をどのように分析されていますでしょうか。私は、国保加入者自身が高齢者や非正規の方、それから

無職の方が多いので、やはり身分証としてマイナンバーカードを取得される方が多いんじゃないかな

というふうに推測するんですけれども、いかがでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 確たる証拠を持って統計とかとっているわけではなく、また年齢別にも、

この取得者数というのは、済みません、まだ出してなかったんですけれども、１つ想定できるのは、

委員おっしゃいますとおり、身分証明として取得されている方も中にはそれなりにいらっしゃるので

はないかという、これは想定の話になってしまいます。申しわけございません。 

○【重松朋宏委員】 想定するしかないんですけれども、だとすると、そういう方が、先ほど答弁さ

れたような、かなり面倒くさい手続をして、なおかつ、恐らく有効期限もあるし、医療機関や薬局が

しばらくは対応できるかどうもわからない中で、どれだけ使われるんだろうか。 

 一方で、国も国立市もみだりにマイナンバーを知らせないように注意喚起をしていますよね。カー

ドを日常的に持ち歩くようなことになると、紛失だとかでマイナンバー自体の漏えいのリスクが飛躍

的に高まってしまうんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。特に高齢者なんかはそうですよね。

健康保険証もマイナンバーカードも両方持っているんだとしたら、恐らく持ち歩くのは健康保険証の

ほうで、マイナンバーカードのほうはむしろ自宅できちんと厳重に管理しておくようにというふうに

国立市としては進めてきたと思うんです。こういう形でマイナンバーカードがそもそも使われるのか

というのはありますけれども、使えないかもしれないのに持ち歩くことを奨励してしまうことになる

ことの国立市の責任というのをどのようにお考えでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 想定の中での話になってしまうと非常にお答えというのはしづらい部分が

ございます。もちろん、個人情報の問題等々が懸念されている部分もございますが、市といたしまし

ては、一保険者としての立場でお答えする形になろうかと思います。お一人でもこのマイナンバーカ

ードを使って医療機関に受診されるということであれば、市のほうはやはり環境を整えなくてはなら

ないと。ただ、今後それが普及していくかどうかについては、今後、その社会情勢の中で、どのよう

になっていくのか。このマイナンバーカードの使用方法についてもどう変わっていくのか等、いろん



－ 38 － 

なところが想定されますので、現在ではお答えはこの辺までしかできないというところでございます。 

○【望月健一委員】 ページ番号をちゃんと言っていきます。13ページの資格事務費の国民健康保険

システム改修委託料に関して、他の委員さんも質疑されておりましたが、重松委員の質疑に引き続い

て。 

 先ほどマイナンバーカードと国民健康保険証を合わせるためには、カードリーダーを購入していた

だいてやる必要がある。大変面倒くさい。費用もかかると。これに対して重松委員は、市役所でやる

かどうかといった御質疑をされまして、検証するといった趣旨の答弁をされていましたけど、こちら

に関しまして、私は、それをひもづけしたい方にとっては、しっかりとスムーズにできるようにする

べきじゃないかと思っております。 

 一方で、自分自身は正直この制度はあんまり評価しておりませんので、それは選択的な感じなのか

と思っております。 

 改めてお伺いしますけど、これは検証なんですか。先ほどの、市役所でわざわざ市民の方にカード

リーダーを購入していただいて、複雑な手続を経て、それは当たり前だけど、進まないですね、当然

のことながら。それを進めるとは言いませんけど、それを使いたい方にとっては、もう少し、その手

続、合わせることに関して利便性を向上させてもいいと思うんですが、もう少し踏み込んで答弁って

いただけないですか。これは課長レベルじゃなくてもいいです。 

○【吉田健康増進課長】 済みません、答弁の言葉の使い方で、そちらは私のミスだったと思います。

検証というよりは、やっぱりその環境整備というのが必要になってきます。利用できる環境をつくら

なきゃいけないというところでは、被保険者の方に、もしくは社会保険の方も市役所に来て、その手

続をしたいという方も中にはいらっしゃるかと思いますので、そこら辺の整備については検討してい

きたい。要は環境が整えられるようにしていきたいというふうに思います。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。繰り返しになりますが、正直、私はこの制度をあんま

り評価をしておりません。ただ、法定受託事務でやらざるを得ないのかという立場で質疑をさせてい

ただいております。 

 もう一点なんですが、この制度に関連して、今の保険証が合わさるということで医療情報の話が出

ました。この医療情報に関しましては、例えばＫＤＢシステムのようなビッグデータ化して、各市に

おける医療分析などにも使えるような形にはなるんでしょうか、教えてください。 

○【吉田健康増進課長】 医療情報でビッグデータを使っての検証というのは、ＫＤＢ、要は診療報

酬明細、レセプトをもとに集約しております。こちらのほうのマイナンバーにつきましては、御自分

が特定健診とか薬価、お薬の情報とか、こういったものを見ることができて、自己管理に努められる

ということですので、マイナンバーカードを使ってのビッグデータの活用ということでございません。

以上でございます。 

○【望月健一委員】 ビッグデータでは、例えば行政として、そういったデータを匿名化されたデー

タを使って医療分析することは、それはできないということですか。 

○【吉田健康増進課長】 受診されますと、先ほど言った診療報酬明細、レセプト等が蓄積されて、

それがＫＤＢのほうに流れますので、もし使ったとしても、結果は同じことになるのかなというとこ

ろで、マイナンバーから情報を取得してというような個人情報の取得はございません。以上でござい

ます。 

○【髙柳貴美代委員】 私も、この13ページです。国民健康保険システム改修委託料のところで質疑



－ 39 － 

をさせていただきたいと思います。以前も、住基ネットのつながりのことで、他市ではできるのに、

国立市はできないということに関して、市民の方々が随分困っていらっしゃったり、おかしいんじゃ

ないか、不公平じゃないかというような御意見をいただいています。 

 今回、このマイナンバーカードを取得することによって、今、21.4％の方が国保に関しては取得さ

れているということで、先ほど他の委員もおっしゃっていましたが、高齢者の方が多いというのは事

実だと思います。私の周りでも、ある見学会に行くときに、個人情報を、お写真つきのものが必要と

いうことで、それだったらマイナンバーカードというのがあるのよということで、20人ぐらいで皆さ

んで、国立市にみんなで行ってこのカードを取得したことを今思い出しました。そういった意味合い

の使い方としても、高齢者の方はとても便利に使われていると思います。 

 そういう実態がある中で、今後、このような扱い、今非常に今までと違うような使い方ができると

いうようなことを、そういう高齢者の方々に知っていただく。広報されているかどうか、その辺の広

報の仕方などをどのようになさっているのか、ちょっと教えてください。 

○【吉田健康増進課長】 広報につきましては、まだことしの５月に法の改正がなされましたので、

まだ詳細というか、ある程度は示されているんですけども、今後どういう形で、いつまでに何をとい

うところで、まだ整理づけがされてない部分がございます。ですので、広報、御案内につきましては、

今後という形で御利用について御案内させていただければと思っております。 

○【髙柳貴美代委員】 その際に、いつも申し上げるように、本当にわかりやすい形で、ぱっと見て

わかるような形の広報をしていただきたいなというふうに思います。ぜひとも、そういう便利な形に

なるということを皆さんに知っていただいて、そして利用していただくということが大事だと思いま

すので、その辺のところはきちっとやっていただきたいと思います。 

 また、事務負担の軽減というのは重要だと思います。不当利得というのではないかもしれないけれ

ども、１カ月に300件という数があるんだというので、私は非常に驚きました。働き方改革というこ

とからも、こういうことは重要なんだなと。300件って本当にびっくりしたんですね。そのようなこ

とに関しましても、やはり事務負担軽減というのはこれからどんどん行っていかなければならないの

で、そういった意味でも私は進めていくべきだと思いますので、よろしくお願いします。 

○【上村和子委員】 私は、住基ネットも、それからマイナンバーも反対の立場でいます。それは、

よくわからないからです。個人情報が知らないところで電子情報となって流出したときの危険性とい

うものについて、私たちはまだまだ知らない。恐ろしいことになる。それが一元管理されるとどうな

っていくのかということが、実はまだ全容が見えてないんじゃないかというふうに思うからです。私

は、わからないことに対しては慎重でありたいと思うので、こういうものに関してはまず警戒をし、

反対の立場に立っていく。結果的には超アナログの人間になったわけです。 

 そこで、今回も13ページのシステム改修委託料に関して、私はこう考えているんです。日本の中で

医療保険証文化というのは、物すごく国民に定着しているのではないかというふうに思うんです。そ

の医療保険証を大事にする。これは自分の身元の保証にもなるし、病院に行けるときもなるから、み

んな大事にするということは、文化として定着していると思うんです。これはすごく実は重要なこと

なんじゃないかと思うんです。 

 その保険証を使うことで病院に行くと。病院に行ったときに保険証を出す。お金を借りるとき出す

人もいますけれども、おおむね病院に行くとき。だから、その医療政策と保険証って実はとっても密

接につながっていて、逆に医療・福祉というか、今からの保健・医療・福祉をしていくときに、保険
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証って実はとってもいいキーワードになっていくんじゃないかというふうに私は思っているんです。

保険証文化は使えるんじゃないかというふうに思っているんです。それぐらいなじんでいると。 

 それが全てマイナンバーに集約していくと、そのうち銀行に行ってお金をおろすのもマイナンバー

でできます。どこかに行くときにもマイナンバー、お買い物もマイナンバーかわかりませんけど、住

民票もマイナンバーって、１つの個人ＩＤカードに全部集約されていったときに、それぞれに使って

いた文化、銀行に行くときは銀行カード、病院に行くときには保険証を使っていた。そういう個人の

中の仕分けが、財布が別な、これが崩れていく。これって実は恐ろしいことなんじゃないかなって私

は思うんです。 

 ですから、保険証というものが、これまで日本の中で国民とかに果たしてきた役割というものをこ

の際考えてもいいんじゃないかと思うんですけれど、こういう検討はされたことはありますか。――

ない。なかったらないでいいです。なかったらないでいいよ。言いたかっただけだから。いや、でも

検討していいと思うけど。 

○【吉田健康増進課長】 被保険者証というのは、皆保険制度が始まって、当時は世帯票だった。要

は１世帯１枚で、それが、使い勝手、もしくは旅行に行ったときに分けられないということで、平成

15年ですか、国立市のときに。私が国民健康保険に当時おりました。そのときに１人１枚のカード化

にした経過がございます。やっぱり保険証というのは常に自分の身に入っているところですので、愛

着というのはかなりあろうかと思われます。これが全てマイナンバーに移行されていくのではなくて、

どちらでも使えますよという状況に今後なっていきます。 

 確かに愛着という部分については非常に私も実感しているところですけれども、おっしゃった御質

疑の内容については、考えてはおりませんでした。以上でございます。 

○【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。 

○【重松朋宏委員】 討論に入る前に、先ほどの私の質疑の中で、マイナンバーカードを健康保険証

として使えるように設定する環境の整備、あくまで私は市役所でできるように勧めているわけではご

ざいませんので、仮に今後そういうことを市が検討するということがあるとしても、そこにどれだけ

コスト負担も含めてやっていくのかということも大きなポイントだと思います。皆さんの質疑も聞き

ながら、これは身分証明証として使えるよと言って市役所に連れてくるように、事業者が、これ便利

だからと言ってお年寄りなんかを連れてきて、だけど、カードはよく管理しておかないといけないか

ら私が預かっておきますねとか、そういう形というのも、カードが普及していけば普及するほど、あ

るいは民間への利用拡大がされる前から、そういうようなことというのは、本当に、今後、具体的に

考えられてくることなんじゃないかなというのをすごく感じました。 

 本補正予算案には、私は反対いたします。非常にコストパフォーマンスが悪い政策だと思います。

なのに、なぜ国を挙げて進められるのかと言えば、その先が狙われている。単に資格確認ができると

いうだけではなくて、その先に医療情報の連携というのが狙われているということなんじゃないかな

というふうに私はもう端的に思います。 

 今回の保険証の資格確認がマイナンバーカードでできるようになるという制度については、日本医

師会はそれに協力するという立場なんですけれども、それでもあえてわざわざこういうふうに言って

います。マイナンバーという唯一無二、悉皆性があり、つまり全ての人につけられて、生まれてから

死ぬまで使う番号と医療情報がひもづくと情報漏えいなどの可能性が高まり、危険であり、マイナン

バーと医療情報はつながらないように厳重にするようずっと求めてきた。あえて記者会見の中で、こ
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の言葉を加えるということを毎回のようにしています。 

 国立市としても、国が決めた政策だからとか、あるいは周りの自治体もやっているからということ

ではなく、自分たちのスタンスをしっかりと持っていただきたいというふうに思います。特に今後、

カードが普及し、あるいはカードの更新の時期を迎えて、高齢者を初めとして、マイナンバーカード

をいろんな理由で取得する方ってふえてくると思うんですけれども、くれぐれもきちんと管理するよ

うに。カードもナンバーもきちんと管理するように。カードを持ち歩いていて紛失したりしたら、番

号が漏えいして悪用される恐れもありますよと。あるいは、ナンバーは裏面なので隠れていても、表

側のＱＲコードからナンバーが、ＳＮＳなんかで撮って見せてしまうと、そこからナンバーが読めて

しまいますよとか、市としても、カード取得者に対してもしっかりと注意喚起をした上で、かなり使

い勝手も悪いでしょうけれども、たとえできるようにするとしても、使い勝手が悪くないと、使い勝

手をよくすればよくするほどリスクも高まっていくという制度だということをぜひしっかりと考えて

いただきたいというふうに思います。 

○【石井めぐみ委員】 私は賛成の立場で討論させていただきます。 

 先ほど上村委員が、保険証には保険証独自の文化があってという話をされて、実は私は芸能人国民

健康保険というのに入っていまして、芸能人国民保険証には石井葉子という本名のほかに石井めぐみ

という名前も入っていて、つまりこのどちらの名前も保証されますよというのが入っている。残念な

がらこのマイナンバーには入っていないので、確かに私はマイナンバーカードのほかに、そっちの保

険証を持って歩くことになるんだろうなというのは感じました。 

 ただ、今回の補正予算案に関しましては、これは法定受託事務ということで、法律違反になってし

まうんで、国が決めたことなので、市はしっかりと従っていかないと、つまり不利益が生まれてしま

う。誰かに不利益が生まれるということは絶対に避けなければいけないので、ここの分はしっかりや

っていただきたいと思います。 

 それから、先ほどおっしゃっていたように、事務負担です。役所のほうの事務負担も減っていく、

それから間違いも少なくなっていく、こういった点でもしっかりと進めていかなければいけないこと

だと思っています。 

 ただ１点、先ほど重松委員は、これは別に市役所でやれって言っているわけじゃないんですよと言

いながら、カードリーダーの負担ですとか、さまざまな煩雑な手続がなかなかできないんじゃないか

ということに加えて、さっき髙柳委員もちょっと言っていらしたんですけど、国立市は以前、住基ネ

ットのときに、カードリーダーを、国からの助成金が出たときに、国立市民だけがその助成金を受け

られなかったんです。5,000円出ていたんですけど、その助成金を使って買うことができなかったん

です。つまり、ほかのまちの人に比べて圧倒的にカードリーダーを持っている人が少ないんです。こ

の部分は考えていただきたい。 

 つまり、役所のほうでできるようにするなり何なり、カードリーダーがなくてもここでできますよ

というのは、これは一考していただきたい。なぜかというと、さっきから言っているように、国立市

だけがここの部分はほかのまちと違うからです。ここに関しては不満を持っている方はたくさんいら

っしゃると思うので、あえて国立市はそれを考えてください。そういうことをお願いした上で、この

補正予算案には賛成といたします。 

○【上村和子委員】 今回、本当にやっぱり課長はすごくよく調べていて、法的根拠まで調べていて、

１人でもそれを欲する人がいたとき、今このタイミングでやらなければいけないのだという説明は、
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実は大変よくわかりました。しかし、私は、根本的に国策としているこのマイナンバーというものに

関して、本当に大丈夫なのかという、これは私は反対の立場に立っておりますので、そこで反対をし

ます。 

 その上で、私がきょう言ったことは、私がアナログなのかと。そのうちマイナンバーカードそのも

のは紛失したり、読み取られて危険だということで、チップ化して体に埋め込むとか、そういう時代

に必ずなっていく。人類はそっちの方向に行っている。これは現実にもう起きているんだろうという

ふうに思うんです。人を認証していくときに、その電子化していく先の効率さとか便利さを追求する

と危なくなっていくと。物すごい大きな災害が出たときに、何が一番重要になってくるのかというの

は、私は比較的電子情報じゃなくて原始的なやり方が残るのではないかって、それが人間の知恵なん

じゃないかというふうに思うんです。 

 そういう意味で、きょうあえて１つの文化が国民のレベルまで伝わるって、実はすごい長い時間が

必要で、その１つに、医療保険証の歴史というのはすごく大きな意味があったんではないだろうか。

この文化をどう捉えていくのか。そして、今の課題にこの文化は生かせないのかということを考える

政策があってもいいなというふうに思うわけです。科学的な政策と、原始的な政策と、それこそ歴史

と未来とを折り合わせて、今両方を考えなければいけないという時代に入ってきたなと思いました。 

 そういう意味で、マイナンバー制度、住基ネット、電子的に個人ＩＤという形で一元管理されてい

く方向性に対して、いい意味でのブレーキは必要だろうというふうには思っています。そういう私の

哲学ですが、述べて、反対の討論といたします。 

○【柏木洋志委員】 この第78号議案については、反対の立場で討論をさせていただきます。 

 この内容については、マイナンバーのところではありました。確かに資格情報の照会というところ

に関して、便利になると。レセプトの返戻が少なくなるんじゃないかというところに関しては、確か

にそこは元病院職員として理解をするところではあります。 

 ただ、このマイナンバーカードを病院で提示をして保険証がわりに使えるというところが果たして

どれだけ普及するのだろうか。そこに疑問が残る点でもありますし、なおかつ、それを導入するにし

ても、先ほど来、他の委員からも出ておりますが、カードリーダーであるとか、そのような読み取り

装置的なものを導入しなければいけない。また、環境整備ないし運用の変更等々をしなければいけな

いという問題点があります。果たしてそれがどれだけ広まるのかという疑問もありますし、なおかつ、

それを利用するにしても、これに関しては他の議員の一般質問とかでもありましたが、利用手続です

か、それをするにも難しいものであると。この委員会においても難しいし、役所でできるのかどうか

という話も出ておりましたが、そのような難しい手続のままであれば利用は進まないんじゃないかな

というような、考えるところがあります。 

 そもそも私たちとしましては、このマイナンバー制度で個人情報を一元管理するというところに関

しても反対をさせていただいておりますので、この件に関しては反対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は、賛成の立場で討論させていただきます。 

 私は、さきの質疑でも述べさせていただきましたように、基本的には、マイナンバー制度というか、

そういったものってある種の危うさというのはあるというのは、他の委員の皆様からの討論でも共感

する部分はあります。 

 一方で、利便性が向上するという意味で、それを使いたい人がいる。それで今回の健康保険証とマ

イナンバーカードを合わせたい人がいるのであれば、それをしっかりと、手続に関しましても速やか
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に行われるよう、それはやはり求めていくべきじゃないかと思っております。 

 例えば、先ほど石井めぐみ委員がおっしゃいましたように、市役所でもできるようにする。それは

多分必須だと思います。それぐらいやらないと進まないでしょうね。今までの経緯を見て。 

 私は、例えばコンビニ交付に関しましては、基本的には否定的というか、何であんなコストがかか

るものをやっているんだろうと、早くスクラップしたほうがいいんじゃないかという立場です。 

 一方で、医療情報の連携に関しましては、私は第１期のころから介護情報の一元化ということを

常々主張させていただいております。アイパッドなどを使って、医師が持っている情報、看護師が持

っている情報、そして大きな病院が持っている情報、そうして介護事業者が持っている情報、また市

役所が持っている情報。市役所が持っている情報に関しては難しいらしいんですけど、そういったも

のを一元化する中、きめ細やかな支援をしていく、そういったことが必要であるということを繰り返

し議会においても質問させていただいております。 

 その理由は２つです。１点目は、きめ細やかな支援ができるようになること。例えば北海道の夕張、

佐藤前市長と何度も視察させていただきました。その中におきましては、医師や介護事業者がアイパ

ッドで情報を連携する中、状態像が変わったときに速やかに対応できるような仕組みをつくっており

ました。マイナンバーカードとは言いませんが、そういった医療情報の連携、また子供の情報に関す

る情報、例えば発達支援シート、こちらも議会において主張させていただいております。切れ目のな

い支援、皆さん主張されます。そういった情報の連携というのは、積み重ねというのは、やはり行政

が支援していく上で必要であろうかと考えております。 

 一方で、これは私自身もさらに勉強させていただきたいというのはありますが、確かに危うさとい

うのはあるのかなと。それは一方では感じるところであります。電子化が進んだ末の管理というんで

すか、そういったものは、やはり考えなければならない。それをどこまで抑えるか、どこまでブレー

キをかけるかというのは、やはり人間の知恵であろうかと。それをしっかりと議論をしていかなきゃ

ならないと思うんです。ほかの国、国名は出しませんが、これはやはり国民性によるところも大きい

と思います。例えば顔認証は当たり前です、むしろどんどんやってください、そういったことは国の

発展が進みます、そういった近隣の国もあります。データの量が財産とも言われつつ、それで、その

国策に乗って国力を明らかに伸ばしている国もある。そうした状況の中で、日本はどうするのか。よ

く言われるのが、法律が厳し過ぎて、例えば個人情報が厳し過ぎて伸びなかったということも聞いた

ことがあります。 

 一方で、それはどこまで許容するのか。それはやはり市民の皆様と、または国であれば国民の皆様

と一緒に御議論しながら、私たちは個人情報保護に関してこういった選択をする。例えば国力という

か、産業発展の面においては、もしかしたら、そういった面、他国において負けてしまうかもしれな

いが、個人情報保護という大切なことを鑑みれば、それも許容するといった議論はしていかなきゃい

けないのかとは思っております。 

 まとめになります。今回の件に関しましては、マイナンバーカードと国民健康保険証を合わせたい

方もいらっしゃる。それはそれで尊重すべきと考えて、その手続なんかに関してはしっかりと簡略化、

スムーズに行えるよう要望させていただきまして、本補正予算案に関しまして賛成いたします。 

○【髙柳貴美代委員】 私も賛成の立場から討論させていただきたいと思います。 

 法定受託事務ということ、また事務負担の軽減になるということ、また成り済ましの防止にもつな

がるということも今の答弁からわかりました。また、利便性の追求ということからも、これはやるべ
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きではないかというふうに考えています。今、望月委員もおっしゃっていましたが、私も全世代型の

地域包括システムを国立市で構築すべきだと思っています。そのような観点からも、やはり医療情報

の一元化というのは必要なことではないかというふうに思います。こういった意味からも、これは価

値があることだと思います。 

 ただし、特殊詐欺ということは国立市においては非常にふえているのも事実でございます。高齢者

の方、ひとり暮らしの方、また地域包括ということで見ましても、私も、近隣の方々で、そういうふ

うな被害に遭った方も数人おられます。この方がと思われるような方が被害に遭っているということ

も事実でございます。ですので、そういった観点は、これは別観点だと思うんです。国がこういう動

いている以上、世界中でこういう動きがある以上、この流れには乗っていかなければならないし、乗

っていくべきだと私は考えておりますが、その一方で、きちっとその辺のケアをしっかりとしていく

ということも大事だと思います。そういった意味では、先ほど上村委員もおっしゃっていますが、縦

割りを外して、防災も全てつないで、そういうことで守っていく体制を国立市全体としてとっていた

だくことをお願いして、賛成の討論とさせていただきます。 

○【青木淳子委員長】 全員の討論が終わりました。 

 ここで討論を打ち切り、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〕 

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

より、委員長において、本案に対する可否を裁決いたします。本案について、委員長は可決と裁決い

たします。 

 ここで休憩に入ります。 

午後２時２４分休憩 

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

午後２時３９分再開 

○【青木淳子委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(6) 第８０号議案 令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第２号）案 

○【青木淳子委員長】 第80号議案令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第２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80号議案令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第２号）案につ

いて補足説明させていただきます。 

 １ページをお開きください。第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ

273万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ59億1,499万7,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。10ページ、11ページをお開きください。 

 款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料は、総務費、介護給付費、地域支援事業

費の執行見込みに伴い、169万9,000円を減額するものでございます。 

 款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金は、介護給付費の執行見込みに伴い、70

万2,000円を減額するものでございます。 
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 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、総合事業の執

行見込みに伴い、80万3,000円を増額するものでございます。 

 目３の地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）は、総合事業

以外の地域支援事業の執行見込みに伴い、17万1,000円を増額するものでございます。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金は、介護給付費の執行見込みに

伴い、282万6,000円を減額するものでございます。 

 目２地域支援事業支援交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業の執行見込みに伴い、108万

4,000円を増額するものでございます。 

 款５都支出金、項１都負担金、目１介護給付費負担金は、介護給付費の執行見込みに伴い、269万

9,000円を減額するものでございます。 

 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、総合事業の執行

見込みに伴い、50万2,000円を増額するものでございます。 

 目２の地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）は、総合事業

以外の地域支援事業の執行見込みに伴い、８万5,000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１介護給付費繰入金は、介護給付費の執行見込みに伴い、

130万9,000円を減額するものでございます。 

 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、326万5,000円を増額するものでござい

ます。 

 目３地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、総合事業の執行見込みに伴い、

50万2,000円を増額するものでございます。 

 目４地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）は、総合事業以

外の地域支援事業の執行見込みに伴い、８万5,000円を増額するものでございます。 

 続いて、歳出について説明させていただきます。12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、397万9,000円を増額しております。主な要因は、

職員構成等の変動による職員人件費等の減額と、時間外勤務手当の執行見込みによる増額でございま

す。 

 項３介護認定審査会費、目１介護認定審査会費は、82万1,000円を減額しております。主な要因は、

主治医意見書作成手数料の執行見込みによるものでございます。 

 目２認定調査費は、10万7,000円を増額しております。主な要因は、認定調査委託料の執行見込み

によ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２介護給付費は、1,046万7,000円を減額しております。

これは項１介護サービス等諸費の目１居宅介護サービス給付費、目５施設介護サービス給付費等及び

項２介護予防サービス等諸費の各目について、また、16ページ、17ページの項４その他諸費、項５高

額介護サービス等諸費について、執行見込みにより増額、減額補正を行うものでございます。 

 18ページ、19ページをお開きください。地域支援事業費は、446万4,000円を増額しております。こ

れは項２包括的支援事業・任意事業費の各目及び20ページ、21ページの項３介護予防・生活支援サー

ビス事業費、項４一般介護予防事業費について、執行見込みにより増額、減額補正を行うものでござ

います。以上が第80議案令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第２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。 
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○【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。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 予算書14ページの介護給付費について伺います。全体の介護給付費が約52億円

ぐらいですので、3,000万円、4,000万円というのは微々たる誤差とも言えるんですけれども、15ペー

ジの居宅介護サービス給付費が3,100万円ぐらいふえて、同じく15ページの居宅介護サービス計画給

付費も900万円近くふえている。一方で施設介護サービス給付費が2,800万円ぐらい減っている。見込

みとして、施設入所の見込みよりも在宅生活の見込みのほうが、見込んでいたときよりも大きいとい

うことで、これは2018年決算特別委員会の中でも指摘された流れが2019年度も続いていると見てよろ

しいんでしょうか。このあたり、どのように分析されているのか伺いたいと思います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えいたします。2018年度、平成30年度の決算からの流れということ

で、今、委員から御質疑をいただいたところですけれども、まさしく、もともと予算については当初、

介護保険事業計画である地域包括ケア計画に基づいて、平成30年度の予算を策定し、また、その実績

見込みを見る中で、31年度、今の令和元年度の予算を策定したところでございますが、おっしゃると

おり、計画策定時よりも比較的軽度の方が多く、重度の方が少ない。そして、施設よりも在宅サービ

スのほうに利用が傾いているといったところは、事務方として捉えているところでございます。以上

でございます。 

○【重松朋宏委員】 事前の説明の中では、施設よりも在宅という流れが確実にありそうだというこ

とと同時に、計画策定のときのサービス見込みの算定が、ソフトが変わって厚生労働省が提供する計

算の仕方が変わってしまったこともあるんじゃないかというようなお話だったんです。だとすると国

立市だけではなくて、ひょっとするとほかの市でも同じように見込み段階で施設のほうが大きく出て

しまっていて、ここで在宅のほうが大きく出るということが出てきちゃっているのではないかとも推

測されるんですけれども、他市の状況などについては確認は今されていますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。済みません、他市でどのサービスが、どのような計画と

の乖離があるかというところまでは、確認していないところでございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 それでは、ひょっとすると、そのソフトのせいで計画段階での施設サービスの

ほうが大きく出てしまっていたのかもしれないし、国立市の長年の施策がようやく実を結びつつあっ

て、在宅への流れというのが確実にできているのかもしれない。両面考えられると思うのですけれど

も、この流れを国立市として原因がどこにあって、どういう施策が有効そうなのかとかいうことの検

証というのは、その後、進んでいますでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。委員さんからの御質疑、先日の決算特別委員会でも議論

された、比較的軽度の方の維持改善率が高まっているといったような資料提供とも相まっているのか

というふうに考えておりますけれども、現在、正確な分析というところまでは至っておりませんが、

学識の先生方、これは介護保険運協であったり、地域医療計画で支援をしていただく協定を結びまし

た埼玉県立大学の先生であるとかに御指導いただきまして、分析の方向性といったようなところでの

サジェスチョンをいただいて、それに向かって実際に我々のほうで持っているデータで分析できるも

のというのは、どういったものができるのかというところに取り組んでいるといった状況でございま

す。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 後に、大体その分析の結果というのは、いつごろ、確実なものではないと思

いますけれども、大体こういうところに原因があって、こういう施策が効果的なのではないかという

ものというのは、いつごろ出てくるのでしょうか。 
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○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。確証を持って、いつまでにこれだけのこういうものが出

るというところは、正直、実際に分析に取り組んでみないと、因果関係のある要因というものがうち

でつかめるかどうかというのはわからないところでございますが、来年以降、第８期介護保険事業計

画を含む地域包括ケア計画を策定していくというプロセスの中で、ある程度、分析は進めていきたい

と考えてございます。以上でございます。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 本補正予算案には賛成いたします。厚生労働省のソフトの結果なのか、国立市

の長年の施策の結果なのか、まだわからないところもありますけれども、施設から在宅へという流れ

がしっかりと根づきつつあるのではないかと私の主観では思っています。早速、2021年度からの第８

期の計画づくりが始まるわけですから、その中でしっかりと国立市の実態から理想につなげていくた

めの具体的な施策と、あわせてしっかりした第８期の介護保険の事業計画をつくっていっていただき

たいということを期待いたしまして、賛成討論とします。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(7) 第８１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２号）案 

○【青木淳子委員長】 第81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２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81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２号）

案について、補足説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお開きください。第１条は、歳入歳出予算の補正で、292万8,000円を増額

し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ17億8,139万6,000円とするものでございます。 

 初めに、歳入について説明させていただきます。10ページ、11ページをお開きください。 

 款３繰越金、項１繰越金、目１前年度繰越金は、財源調整として292万8,000円を増額するものでご

ざいます。 

 続いて、歳出の主なものについて説明させていただきます。12ページ、13ページをお開きください。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、職員構成等の変動により給料、職員手当等及び

共済費を合計で292万8,000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２号）案の内容でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 

○【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。 
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（「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。 

 それでは、報告事項に入ります。 

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

 報告事項(1) 「ひらや照らす」のこれまでの活動について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(1)「ひらや照らす」のこれまでの活動についてに入ります。 

 当局から報告を願います。高齢者支援課長。 

○【馬塲高齢者支援課長】 それでは、報告事項「ひらや照らす」のこれまでの活動について報告さ

せていただきます。福祉保険委員会資料№87、「ひらや照らす」のこれまでの活動についてに沿って

報告させていただきます。 

 こちらの「ひらや照らす」でございますが、国立市が平成27年10月に遺贈を受けた、富士見台２丁

目38番地の12の土地・建物について、「老人福祉の目的に使用してほしい」との遺贈者の意思を踏ま

え、公募による運営団体を選定、市議会による運営団体への無償貸与の議決を経た上で、平成29年７

月から住民が主体となって多世代交流ができる場所「ひらや照らす」として活用されてございます。 

 事業の概要でございます。１、事業の概要。「ひらや照らす」運営に取り組む住民団体「ひらやの

里」では、「ひらや照らす」の目指すところとして、以下の３つの目標を立てていただいています。 

 ①として、誰もが一緒に楽しくくつろげる素敵な場所とする。②として、我が家のように過ごせる

雰囲気を地域住民が一体となってつくる場とする。③として、高齢者に限らず、多世代の交流が可能

な地域の場となる。 

 「ひらやの里」は、これらの目標のもとに、介護保険法による介護予防・日常生活支援総合事業と

して「ひらや照らす」の活動に取り組み、平成30年度には以下のプログラムを実施しました。ここに

１番から17番までさまざまなプログラムを示させていただいております。 

 ２として、運営状況でございます。平成30年度は、毎週木曜日、金曜日及び土曜日を基本的な開所

日として年間165日開所し、スタッフを含む延べ利用者数は3,760人でございました。なお、平成31年

１月から毎週水曜日も開所日としています。 

 １枚めくっていただきまして、裏面２ページに移ります。こちらに「ひらや照らす」の利用状況、

主に利用者数について、初年度である平成29年度と平成30年度を比較する形で表を示させていただい

ております。なお、平成29年度につきましては、事業の開始が平成29年７月からでございましたので、

９カ月しかございませんでしたので、参考までに見ていただければと思います。 

 ３として、運営費の補助。運営費については、介護保険事業の介護予防・日常生活支援総合事業に

おける、住民主体による支援、通所型サービスＢというふうに類型づけられておりますが、その通所

型サービスＢとして市が補助を行っております。平成30年度の補助金につきましては、66万円を交付

してございます。 
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 ４番として、総括。１の事業概要にありますように、高齢者に限らず多世代が対象となるプログラ

ムが実施されており、地域住民がふらっと立ち寄ることのできる居場所として、国立市の地域包括ケ

アシステムの実現に寄与するような活動としての拠点が実現されてございます。その結果、口コミで

周知が広がり、利用者数のみならず、スタッフとして参加される方、こちらも平成30年４月の時点で

22名だったものが、令和元年８月末の時点では80人と非常に多くスタッフとして参加する方もふえて

います。 

 今後とも、近隣の方々の協力を得ながら、ひらやの里さんが「ひらや照らす」の目標に向けた継続

的な活動を実施していっていただき、市はその活動を支援していくといったところでございます。以

上、雑駁ではございますが、「ひらや照らす」のこれまでの活動についての報告とさせていただきま

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】 報告ありがとうございました。近所にありますから、日々様子を拝見させて

いただいているんですが、本当にどんどん利用者さんがふえていて、ここは単純には、開所日数が違

うので、29年と30年って比較はできないんですけれども、ただ、いろいろな方がふえているというの

が私の印象です。 

 先日、12月11日でしたかね、ハープのコンサートかなんか行われたんですが、70名の参加があって、

入り切れないぐらいのお客様が立ち見で見ているという、あそこに70人ってすごいですよね。そのぐ

らいいろいろな方がかかわっているというのが、この「ひらや照らす」の特徴じゃないかというふう

に思っています。 

 居場所事業っていろいろなところでやっているんですけれども、でも本当に多世代の、それこそ赤

ちゃんから、あと今、学生さんたちも実はスタッフでかかわってくださったりしていて、そういう

方々から、あと地域の人がかかわっているというのがすばらしいと思うんですけど、担当課はどのよ

うに評価をされていますか、まず。 

○【馬塲高齢者支援課長】 「ひらや照らす」についての担当課の評価ということでございますけれ

ども、担当課といたしましても、当初考えていたよりかなり多くの方に来ていただいている、非常に

盛況だなというふうに考えていて、正直私、個人的ですけれども、うれしい誤算だったというふうに

考えております。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。そうですよね。あともう１つすばらしいのは、利用

される、参加される方だけじゃなくて、スタッフの数が伸びているというのが、これもすばらしいこ

とだと思っています。特に、私、本当にすぐ目の前のマンションにいるんですけど、そのマンション

に住んでいる方とか、地域の方が実際にスタッフとして入ってくれているんですね。ここがとても重

要だというふうに思っています。地域の方たちの居場所としても、ちゃんと地域で愛されていくとい

うことが今起こっているんだなと思っています。ただ、恐らく、この勢いでいくと、ハープのコンサ

ートが70人って考えると、「ひらや照らす」だけでは、この先どうにもならないだろうというふうに

思っていて、逆にこれを市内の至るところに広げていかなければいけないと思うんですね。そのため

の課題は何だと思いますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 「ひらや照らす」に限らず、こういった場をいかに多くつくっていくか

というのは、担当課としても課題として考えておりますが、こちらの位置づけが住民主体の取り組み

であるというところで言いますと、やはり場所の確保というところが非常に大きいのかなというふう
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に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。恐らく 初は場所の確保だと思います。場所の確保

については、これは前々からお願いはしているんですけれども、空き家がどんどんふえている中で、

何とか国立市が利用できないかということでお願いをしていただいて、そういう場所を確保していた

だくことと、もう１つは、やっぱりリーダーが必要だと思うんですね。この「ひらや照らす」を運営

していくに当たって、大変熱心な方たちがいらっしゃって、その方たちがリーダーシップをとってく

ださったことで、ここまでうまくいっていると思います。このリーダーをまず育てていかないと、あ

らゆるところの地域でもってできていくということが可能ではないと思うんです。このリーダーの人

材の育成については、どのように考えていますか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。今現在ですけれども、人材育成に関しま

しては、今やっていますシニアカレッジもそうですし、この「ひらや照らす」の中で、かなり多くの

方がスタッフというところでは、生活支援サポーターという方が40人近く活動されております。それ

は４時間という短い研修ですね、そちらのほうも今、市のほうでやっています。それが今、市でやっ

ている人材育成のプログラムでございますけれども、確かに「ひらや照らす」、私も行きますと、そ

うでなくて、特に何か講習を受けないと、そういうスタッフになれないかというとそうではなくて、

ちょっとしたお手伝い、ちょっとしたお茶出しとか、お庭の草取りとかということをやっていただい

ている方がいらっしゃいますので、そういった方々もスタッフというか、活動の場としてうまくつな

げていけるような仕組みですね、そちらのほうは検討してまいりたいと思っております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。全くそのとおりだと思っています。シニアカレッジ

も大変有効なものだとは思っているんですけれども、「ひらや照らす」の中で実際にスタッフとして

かかわって、どういうことをやればいいのかというのを身をもって体験していくと、じゃ、自分でも

できるじゃないかなという人がふえていくと思いますので、どうかこれからは、「ひらや照らす」の

中で人材を育てていく、そこからまた地域に広げていくというようなことも考えていただきたいと思

います。以上です。 

○【望月健一委員】 では、手短にやらせていただきます。まずもって「ひらや照らす」を運営して

くださっているスタッフの方に感謝申し上げます。 

 早速、質疑に移らせていただきますが、市民の皆様から御要望を受けたことでございます。さきの

台風において、やはり福祉避難所をふやしてほしいという御指摘を受けまして、「ひらや照らす」を

活用できないかという御要望を受けました。確かにあそこは和室ですし、落ちつける場所でもありま

す。近隣地域の、少人数でも高齢者の皆様、またしょうがいしゃの皆様、難病の方、こうした方を受

け入れるような体制を組むことはできないでしょうか。質疑いたします。 

○【橋本生活環境部長】 福祉避難所ということで、私のほうから少し御答弁させていただければと

思うんですが、福祉避難所、今回の台風の中で開設できなかったという中で、どういう形で広げてい

くかというのは、大きな課題の１つだと思っております。 

 そういう中で、皆さんのほうでそういうお声があるということとか、また、福祉避難所同士の協定

なんかもやっていかなければいけないという中で、また、健康福祉部とも連携しながら、どういう形

でふやしていくかというのは、幅広い視野を持ちながら検討していきたいというふうに思っていると

ころございます。 

○【望月健一委員】 「ひらや照らす」のスタッフの皆様とも御協議いただく中、ぜひとも、例えば
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介護状態の高齢者の皆様とかを少人数でも受け入れるような体制をつくっていただければと思います。

以上です。 

○【上村和子委員】 私も１つだけ質疑したいと思います。遺贈者の思いをちゃんと受けとめて、そ

れを発展させていったすばらしい活動がなされていると思いました。１カ所だけではなく、こういう

場を必要とする、前の石井委員のおっしゃったとおり、広げる必要があるんですけれども、国立市の

中で具体的にそういう声というものをどのように市は受けとめていますか。具体的にどういう地域で

どういうものが欲しいとか、つくりたいとか、そういう市民の声というニーズ把握はされていますか。

把握されているんだったら、どういう声がありますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 地域ごとのそういった住民が交流できるようなスペースに対するデマン

ドということかと思います。具体的に組織立って地域別に、ここにはこうといったような調査等はま

だ完全なところはできていないところでございますが、今現在、この次の報告事項にございます東２

丁目の寄贈された土地に介護保険事業所の公募を行っていくというところが予定されていますが、そ

こでは地域の方が立ち寄れるような地域の交流スペースというものをつくってほしいといったような

土地を寄附してくださった方の 初の思いがございまして、それを地域住民の方に説明していくプロ

セス中で、ぜひそういったものをしつらえてほしいといったような御意見は頂戴しているところでご

ざいます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 東のほうの次のところは、それが１つ具体的な形になったケースだということ

ですが、ほかに関してはあるんだろうけれども、具体的に今というのがないみたいですが、「ひらや

照らす」に集まってくる人たちの中で、こういう場があそこにも欲しいねとか、ここにも欲しいねと

か、具体的にこういう活動したいねとか、「ひらや照らす」に集まらなくても、そういう声があると

いうふうに思うんですよ。何があればできるのかとか、そういった地域に広がっていくための考えて

いける場所も、この「ひらや照らす」でできるのかもしれないなと。そういう地域、それぞれのとこ

ろで、私たちは、私たちが住んでいるこういうところでこういうことをやりたいんだけどとかいうの

を、そういう場所がないなら、「ひらや照らす」でそういう企画をしてもらって、市も一緒に考える

とか、そういうふうに、議員だから、それぞれが個々の住民の、地域の住民でまちの保健室をつくり

たいとか、そういう声はいろいろ聞くかと思うんです。みんなで集まって御飯を食べるところをつく

りたいとか、そういうしたいと思っている人がリーダーの要素があるわけですよね。だけど、全ての

人たちがリーダーになれる力はないし、リーダーシップはあっても、それをどう組織立ってつくって

いけばいいかわからないわけですから、そういった地域に広がるための仕組みというかノウハウとか、

それから情報を１つにまとめていくための拠点としても「ひらや照らす」さんは有効なんじゃないか

なとか思うんですけれど、そういう役割の１つにそういうものはありませんか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。「ひらや照らす」での活動の中に、そういった次につな

がる動きというところで、実際にそういった希望を持っている方、あるいは「ひらや照らす」の活動

に参加して、こういうのをやりたいなという方は確かにいらっしゃるんだろうというふうには考えて

おりますが、うちで中に入っていって詳細を確認していくということ自体はやっておりませんでした

ので、今後、そういった方がいらっしゃれば相談に乗りますよという形で話はしていきたいというふ

うに考えてございます。以上でございます。 

○【大川健康福祉部長】 「ひらや照らす」さん、議員さんおっしゃるように非常に力のある方々が

運営してくださっていますので、その方々から直接いろいろとお話を伺う、こちらも知恵をいただく
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ということは、これからもしていきたいと考えております。あわせまして、市が地域にいらっしゃる

皆さんが活動するということに対して、どういうふうに関与していくのか。これはいろいろと課題が

ございまして、市自体がどういうことができるのか、あるいは市と社会福祉協議会のようなところが

きちんと打ち合わせをしながら、社会福祉協議会に情報を集めてやっていくのか、その辺どういうよ

うな仕組みが必要なのか。これは非常に社会福祉協議会とも共通の課題として認識しておりますので、

これから少しずつきちんと形が整うように協議を重ねてまいりたいという考えを持ってございます。

以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 本日はありがとうございます。この２年間の活動を見せていただきますと、

初の開設のころを思い出すんですけれども、それから考えますと、非常に多世代間の広がりが出て

きたなというふうに思うんですね。 初のうちは高齢者の方々に関するような会が多かったというふ

うに思います。それが、先日、私も行かせていただきましたけれども、助産師さんが開いていらして、

赤ちゃん連れで、あそこは本当に畳があるというのが非常に子育て世代の方々にとっても、そこに赤

ちゃんを寝かせた状態で参加できる。そして、あそこにはキッチンがあります。本当のおうちの状況

でそういうようなことができるというのは魅力的な場所です。 

 初、そういうことをやることに対して、なかなかハードルが高いというようなお答えがあったと

思いますけれども、この間、どのような経緯があってこういう会も開けるようになったのか教えてく

ださい。 

○【馬塲高齢者支援課長】 個々の事業をスタートさせた経緯についてまで、正直、事務方としては、

いい意味では干渉していなかったというところもありますので、詳細については、また、改めてひら

やの里さんに聞いてみたいと思っておりますが、以前、近くで行われていた子ども食堂が、工事があ

るので、会場がしばらく使えないといった時期がございまして、その間、子ども食堂を、一緒に協力

して「ひらや照らす」で行ったといったようなことも聞き及んでおりますので、ある意味、これはア

クシデントと言えばアクシデントなんですが、高齢者だけに限らない、ほかの方も利用していくとい

ったようなことがふえていく中で、だんだん加速度的にほかの世代向けのイベントというのも行われ

るようになってきたんだろうというふうに事務方としては考えてございます。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 私はこの辺がすばらしいことだと思っています。また、他の委員の方々もお

っしゃっているように、国立中にこのような施設をふやしていくというのは、この成功例を何かの形

でまとめていただいて御教授いただけるような機会があるとふえてくるのではないかというふうに思

います。 

 それとともに、こういう場所、やはり一軒家というのは非常に魅力的だと思うんです。その空き家

ということなんですけれども、この間、一般質問のほうでも言わせていただきましたが、終活支援な

どを通して、自分の人生のしまい方を考えたときに、自分のおうちとか土地とかどうしようかという

ふうに考えていらっしゃる方も多々いらっしゃると思います。そういう際に、こういうふうな例もあ

るということを示しいただくのも１つの選択の、その方の人生のしまい方において、どういう選択が

あるのかなということの選択肢の１つではないかというふうに思っております。なので、この「ひら

や照らす」の成功例ですよね、こういうことが大きく広がっていけばいいと思いますし、また、これ

を開設するに当たっては、かなりの費用もかかりましたよね。その辺のところも、市がどの程度関与

するべきかとか、それが今後の課題になってくると思うんですね。 

 先ほど部長もおっしゃっていましたけれども、社協さんともしっかり話をしてということでした。
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市のやることというのは、この間の答弁にもありましたけれども、やはり縛りがついてしまうと、法

律、条例に従わなければならないというような縛りがあることも事実です。社協さんのほうがある程

度緩やかにやっていけるということもできる。また、民間の力もかりて、これからは自由度の高いも

のをつくっていくのが国立らしいやり方ではないかというふうに思っています。上村委員もおっしゃ

いましたが、私もこの間、ソーシャルファームのことに触れさせていただきましたが、そういった意

味でも新しい形の国立ならではのことがこれからできると思うんです。その際に「ひらや照らす」の

例というのは非常に参考になると思いますので、事業をやっていただいた方々にしっかりとその辺の

ところを聞いていただいて、できればまとめていただいて、それをこれからの検討要素、また、これ

からの国立市の未来のあり方について、福祉のあり方について考えていっていただきたいと申し上げ

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、報告事項(1)「ひらや照らす」のこれまでの活動についてを終わります。 

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

 報告事項(2) 東２丁目寄贈土地における介護保険事業所の公募について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(2)東２丁目寄贈土地における介護保険事業所の公募についてに入

ります。 

 当局から報告を願います。高齢者支援課長。 

○【馬塲高齢者支援課長】 それでは、東２丁目寄贈土地における介護保険事業所の公募について報

告させていただきます。事前に配付させていただいております福祉保険委員会資料№89に沿って報告

させていただきます。 

 まず、１ページ目の１番として、経緯です。市は、平成24年７月に東２丁目24番４の土地の寄贈を

受けました。その際、寄贈者の御希望としては、高齢者福祉に利用してほしい、転売はしないでほし

い、高齢者が気軽に立ち寄れる場にしてほしいといった希望がございました。 

 そこで、市は、介護保険事業計画において整備を計画している小規模多機能型居宅介護事業所をそ

の土地に整備し、同時に寄贈者の希望を尊重し、地域住民の交流スペースを併設するという方針を決

定し、当該土地の活用に向けて、土地の権利関係の確認、地域住民との意見交換、境界線上に建てら

れている塀ですね、壁の設置等を行ってまいりました。 

 今年度には、多摩地域で小規模多機能型居宅介護事業所を運営している事業者さん、それから自治

体に対してアンケート調査を行い、公募要項の策定に向けて準備を進めてきたところでございます。 

 ここで、公募を行う準備が整いましたので、介護保険サービスの質を確保し、また、可能な限りよ

りよいサービス提供が期待できる事業者を選定するため、今年度中に公募を行うこととするところで

ございます。 

 ２番として、当該土地の概要。土地の所在地は、国立市東２丁目24番４。登記地目、登記地積は登

記簿のとおりでございまして、登記地積は469平方メートルというふうになってございますけれども、

土地の北側と東側の境界については、現状まだ境界確定が行われていないところでございます。 

 都市計画法上の用途区分は、第一種低層住居専用地域となってございます。そして、第一種文教地

区という指定も受けてございます。 

 その下に土地の概略図があるんですが、１枚めくっていただきまして裏面、３番、公募の内容でご
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ざいます。(1)として、サービス種類。小規模多機能型居宅介護、括弧書きで介護予防、これは要支

援の方ということですが、要支援の方向けのサービスも含むと。そして、小規模多機能型に訪問看護

機能をつけました看護小規模多機能型居宅介護も可とするというふうにしてございます。 

 (2)として、公募スケジュール。令和２年１月から３月、事前の相談期間も含めまして、１月から

３月に公募の受け付けを開始いたします。その後、４月に書類審査となります第１次審査を行い、５

月に介護保険運営協議会にてヒアリング審査を行います。こちらは地域密着型サービスとしての小規

模多機能型居宅介護というサービス種類でございますので、従前より国立市の介護保険運営協議会に

て公募に対する応募に対してヒアリング審査を行ってきたところでございます。６月には選定結果を

通知し、公表するという予定でございます。 

 (3)として、整備スケジュール。公募のスケジュールのほうが順当に参りましたら、原則として、

令和２年度中に整備を開始していただきたいというふうに考えてございます。そして、開設は令和２

～３年度中に開設していただけるようにスケジュールを考えてございます。 

 (4)として、借地の契約形態。こちらは土地の所有者が国立市となりますので、市の土地を何年間

程度貸すのか、そして賃料の設定をどうするのかというところでございます。現状、考えてございま

すのは、30年間の使用貸借というところを考えてございます。こちらの使用貸借といいますのは、賃

借料を払わない形での、つまり、賃借料を免除した形での土地の貸し借りの形態というところでござ

います。当然こちらは、もし相手方が決まって、賃借料を免除で貸し付けの契約をするということに

当たっては、地方自治法に基づく市議会での議決が必要となってきます。 

 (5)として、施設整備費の負担。基本的には事業者さんに負担していただくということを考えてご

ざいます。ただし、東京都地域医療介護総合確保基金事業（介護分）といったような東京都の補助ス

キームがございますので、国立市が施設を整備する事業者に対して補助金を出した場合、補助基準額

3,360万円までを限度として、10分の10の形で東京都から補助が出るというところでございます。 

 また、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金といった枠組みもございまして、こちらも

利用できる定員数掛ける83万9,000円分の補助金額に対して市が補助をすれば、そこに対して10分の

10、東京都が補助するという枠組みがございますので、その枠組みは利用可能とするというところで

ございます。 

 その他の条件といたしまして、土地を寄附していただいた方の、皆さんが立ち寄れるようなという

ところにつきまして、地域交流スペースの併設でございます。こちらは現状では、「ひらや照らす」

と同様の介護保険法上における総合事業の通所型サービスＢを想定してございます。 

 そして、寄贈者の方の御希望である、その土地に生えている松の木を保存してほしいという条件が

ついてまいります。そして、土地寄贈者の方の名前を入れた銘板を設置してほしいといった希望もご

ざいましたので、そちらを希望として挙げさせていただいております。 

 以下、介護保険のルールに基づいている地域密着型サービスとしての公募の要項につきましては、

福祉保険委員会資料№90、Ａ４縦長の公募要項（案）というところに盛り込んでございます。以上、

雑駁ではございますが、東２丁目の寄贈土地における介護保険事業所の公募についての報告でござい

ます。 

○【青木淳子委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。望月委員。 

○【望月健一委員】 やはりこれはまずは聞かなきゃいけない部分で、２ページ目の(4)借地の契約

形態、賃借料免除となっておりますが、その理由を教えてください。 
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○【馬塲高齢者支援課長】 こちらの賃借料を免除という形で考えている理由というところでござい

ますが、こちらの小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の方が月額低額で介護保険のサービスと

して利用するといったサービスでございまして、なおかつ24時間365日の人員体制をしかねばならな

いという運営基準もございまして、非常に事業者側から見ると採算のとりにくいサービス種類でござ

います。こういったサービス種類でございますけれども、多摩26市の中で市が持っている土地、市役

所が持っている土地に対して小規模多機能を整備している市町村が26市中２市あるというところでご

ざいまして、そちらに伺ったところ、賃料については全額免除しているといったようなこともござい

ます。また、事業者向けのアンケートでも、土地の賃借料について、どれぐらいであれば採算がとり

やすいと考えますかといったようなところでは、やはり賃料はできるだけ安いほうが将来的に安定し

たサービス提供ができるといったようなアンケートの意見がございましたので、それを鑑みて賃借料

を免除という形で考えているところでございます。以上でございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。多分、今後の先例になると思います。恐らくは、国立

市で土地を寄贈してくださる方がふえていくと思うんですね。そういった場合に、小規模多機能の施

設というのは地域包括ケアのかなめとなる施設ですから、私としてもふやしてほしいですし、できれ

ば小学校区に１つぐらい欲しいと思っています。そういった中で、多分これが先例となって、土地は

無料でやっていただける事業者はありませんかということを探っていく努力はまずしていただきたい

と思っております。 

 ６番で地域交流スペースの併設とありますが、これも必ず条件としていただければと思います。こ

れはストックマネジメントの絡みで、今後、集会施設を恐らくは減らしていく方向にあると思います。

例えば、ほかの市においては、集会施設のかわりに塾の施設を使ったり、そういった事例もあるよう

でございます。市としての集会施設は減るが、こうした小規模多機能の地域交流スペースを使いなが

ら居場所を確保していく。結果として、民間が運営していくことになりますけれども、これはできる

かどうかわからないですけど、お祭りとかのスペースも確保できる、そういったこともストックマネ

ジメントと絡めながら考えていただきたいということを要望させていただきまして、終わりとします。 

○【上村和子委員】 １点伺うんですけれど、私たち福祉保険委員会で富山市に行きまして、惣万さ

んに出会い、地域共生型ケアの仕組み富山型を国に認めさせて、2018年４月から共生型サービスがで

きるようになりました。地域共生型ケアシステムというものですか。今回のこの募集に関しては、高

齢者だけの小規模多機能型居宅介護となっておりますが、国立市には地域共生型の仕組みは１カ所も

ないということがわかっております。そういう意味では、まさしく地域共生型の１カ所目にここもな

り得るのではないかと今さらながら思うのですが、そういう検討はなさらなかったということでしょ

うか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 共生型サービスというところでございますが、一応介護保険事業計画と

して位置づけられている地域包括ケア計画の中で共生型サービスを考えていなかったというところも

あるんですが、現状では考えていなかったと。ただ、共生型サービスに当たるような小規模多機能型

でのしょうがい児、しょうがいしゃの受け入れであるとかといったようなところは国が認めていると

ころでございますし、また、先ほど申し上げました地域住民が交流できるような総合事業の通所型サ

ービスＢというのは、保険で提供している施設とダブっても構わないといったような通知も出てござ

います。また、そこに介護保険事業所の職員が、介護保険サービス提供中に地域住民の交流の場の運

営に参加しても人員基準でマイナスするということはないという通知も出ておりますので、そういっ
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た現状出ている解釈通知に倣って弾力的な運営ができないかというのは、手挙げしていただいた事業

者さんには話をしていこうかというところは考えてございます。 

○【上村和子委員】 なかなか地域共生型というのは今の課題であるけれども、特に縦割りで福祉が

やってきたがためになかなか、高齢者は高齢者、しょうがいしゃはしょうがいしゃというふうになっ

て、実はそこを一緒にやるという地域共生社会をつくるための一番新しいケアの仕組みというのに挑

戦する自治体がほとんどない。富山の場合は富山県が推進しているし、ほかに県が推進しているとこ

ろは進んできているらしいですけど、長野とか高知とかですね。東京都はまだそこに行っていないの

かなというふうに思うんですけれども、国立市からですね、実はつくしの家さんが国立市で認知症高

齢者のための唯一のそういう施設というんですかね、つくり上げたつくしの家さんが、来年３月をも

って閉じるということは、国立市でしょうがいしゃ福祉をやっている人間にとっても、私にとっても

大きな衝撃を与えています。どうにかつくしの家がやってきた、地域で、普通のおうちで１人ずつ丁

寧にケアをして、ゆったりと老後を過ごすという、そういうつくしの家がやってきた理想を残せない

かという声が、例えば精神しょうがいをやっているところとか、知的しょうがいをやっているところ

とか、身体しょうがいをやっている人たちが口をそろえて、そういう場があったら自分たちは手伝い

たいというような声が起きています。 

 だから、私としては、こういう場をＮＰＯでもできる地域共生型の事業所として、東のほうでこれ

をやるときに手挙げをとったら、高齢者だけをやってきた、そこもいいんですけれども、もう１つ国

立市のビジョンとして検討してもらえたらいいなということを要望しておきます。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 私も１点だけ。そもそも小規模多機能というのは、確かに採算がとりにくい

事業というのは、大牟田市に行ったときも、なかなかこれだけでは採算がとれないんですということ

でほかの事業をやられていたんですけれども、今、上村委員が提案されていた共生という中で、例え

ばなんですけど、放課後デイみたいなことをやると、実は放課後デイは割と補助金なんかもいただい

たりして、そこの部分でもって少し運用面で余裕が出たりするというようなお話も伺ってきました。 

 いきなり共生でいろんなことというのは、もしかしたら難しいかもしれないんですけれども、例え

ば放課後デイみたいなものを組み合わせることによって、共生の１つの入り口みたいなところをつく

りながらやっていくという方法もあるかもしれませんので、こういったことも提案しながら、ぜひ公

募をかけていただきたいと思うんですけど、今のこの状況で地域住民の交流スペースもある小規模多

機能ということでやってくれそうなところの見込みってあるんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 こちらの報告資料にもあるアンケート調査、実際に小規模多機能をやっ

ていらっしゃる事業所さんに対するアンケート調査の中では、幾つかの運営方針を検討してみる、あ

るいはやってみたいといったようなことを書かれているところはあります。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。ぜひ、不調になんかならないようにいろいろなことを提案し

ながらしっかりと、せっかく遺贈していただいて、使ってくださいということなんですから、しっか

りと実現できるような方法をいろいろ持ちながら、カードをいっぱい持ちながら提案をして決めてい

ただきたいと思います。以上です。 

○【重松朋宏委員】 ２点伺いたいんです。まず、寄贈を受けたのが2012年で、大分長かったなと思

うんですけれども、ここで公募を行う準備が整ったというのはどういうことなのか。特に、ちょっと

気になるのが境界線の確定が行われていない土地になるわけですけれども、ここで事業をしていくこ

とについての近隣の理解も含めて大丈夫だと、ここでゴーサインを出せる状況になったと見てよろし
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いのかどうか、まず伺います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 ここでの事業と申しますか、公募の開始が非常におくれたというところ

でございますが、委員御指摘のとおり、実際に寄贈を受けたのが平成24年ですので、もう丸７年にな

ってしまっているというところでございます。この報告の中にも挙げてございます、権利の確認とい

ったところに相当期間を費やさざるを得なかったというのが正直なところでございますが、そういっ

た隣接地主の方とのやりとりの中、あるいは近隣の方からの御意見を頂戴する中で、事業所自体の公

募について反対するという方はほとんどいらっしゃらなかったというところで、境界の確定に応じて

いただいていない方につきましても、私も 近お話をさせていただく時間をいただけたのですが、そ

ういった中でも、境界云々とかというところは抜きにして、事業所の公募というところについて反対

するわけではないというふうにその方もおっしゃっておられました。さまざまな思いがあって、境界

線について云々といったところはその方もあったのでしょうが、介護保険事業所の公募自体について、

文句を言うわけではないですよということでございましたので、そういったことも含めまして、また、

事務方として一番悩んでいた、土地のレンタルの期間、それから賃借料を免除するというところも、

さまざまな事業所さんや他の自治体へのアンケート等を通じて、これで行こうというところが意思決

定できましたので、現状では案でございますけれども、この形で公募に取りかかっていきたいという

ところで、今回報告させていただく次第でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。地域住民の交流スペースを併設した小規模多機能型居宅介護事

業所が開設されていくということについて、おおむね理解を得られて開設されていく見込みだという

ことだと思うんです。ただ、私、小規模多機能型居宅介護事業所ってどういうものが、つまり、どう

いう建物で、どういう人が、どういう利用のされ方をしていくのかというのがちょっとすぐに出てこ

ないんですけれども、そのことについて説明いただければというのと、あとこれぐらいの面積で市が

公募をかけてやった場合、例えば近隣での事例、市内でもいいですし、市外でもいいんですけれども、

こういうところの先進事例、こういうのがあるというのがもしございましたら伺えたらと思います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 小規模多機能型の事業所が一体どのような事業所であるのかというとこ

ろでございますが、こちらは名前に多機能とありますとおり、ケアマネジャーがどんなプランを作成

するかといったケアマネの機能、これはその方が介護保険をどのように利用していくかというケアマ

ネの機能、それからデイサービスとして、通常、日中その事業所に通うという機能、それからその方

が御自宅で何か介護が必要になったというときに随時で、24時間体制でおうちへ訪問することができ

る訪問機能、それから介護を受ける高齢者の方の御家族の事由、あるいは御本人の理由等によって一

時的に宿泊するショートステイの機能、こういった機能が全て１つの事業所に集約されているといっ

たようなサービス形態でございまして、特徴としましては、１つの事業所が４つの種類のサービスを

提供するということになりますので、常に顔なじみの職員が対応する。デイサービスにふだんは通っ

ているという利用形態が多いんですが、その際に顔なじみになっている職員が自宅に来てくれる、あ

るいはいつもそういった形で関係を持っている、日々デイサービスとして利用している、そこの事業

所の職員が様子を見ながらケアプランを立てていく。また、ケアプランを立てるに当たっては、その

方の身体状況等を把握しているわけですから、ショートステイとして泊まるときも、その方の様子を

よく把握した職員が宿直職員、あるいは夜勤の職員として対応してくれるといったような形で、非常

に地域に密着した形で、あるいは利用者さんと深い関係性を持った介護サービスの提供ができるとい

うところが小規模多機能型のサービスの形態であり、特徴でございます。 
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 それから、次が……（「近隣の事例」と呼ぶ者あり）済みません、近隣の事例でございます。小規

模多機能型事業所につきましては、中２丁目に既に１つ小規模多機能型の事業所がございます。また、

訪問看護と組み合わせた看護小規模多機能という種類の、これも小規模多機能に訪問看護の機能がく

っついているサービスになるんですが、そちらは矢川駅のすぐそばに看護小規模多機能型の事業所も

実際に運営されているといった状況で、どちらの事業所も市民の方へ地域密着型サービスとしてのサ

ービス提供がきちんとできているといったような状況でございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。利用者にとって非常に使い勝手がよい介護保険のサービスの事

業所だということだと思いますけれども、つまり、地域密着型というところの地域として想定されて

いるのは、近隣を含む地域そのものというよりは、介護保険サービスを利用する事業者にとっての地

域という感じかなというふうに思うんです。そこでは地域住民の交流スペースを併設して、あるいは

場合によっては、そこを使って地域共生型サービスも使ってという、本当にそこに住んでいる人、介

護保険サービスを利用しない人にとっても使い勝手のいい、使われるような場というとどのようなも

のになるのか。もし市内外でこういう感じのところになりますというようなものが御存じであれば、

お聞かせいただけたらと思うんですが。 

○【馬塲高齢者支援課長】 共生型の例ということかと思いますが、国立市内に共生型サービスとい

うのはまだ実現してございませんので、こういった例がというのは、先ほど他の委員さんの質疑の中

にもあった富山型といったようなものが非常に有名なところかというふうには考えてございます。そ

れがしょうがいを持った方であれ、高齢の方であれ、一緒にサービスを受けられるようなものという

ふうに考えられます。ただ、これがまた総合事業との絡みもございますので、何がどういうふうにな

っていくのかというのは、実際の事業所さんからの手挙げを受けた際に相談していく中で、こんなも

のができるじゃないかとか、あるいはなるたけ緩く通知を解釈することで、より縦割りよりは共生に

近い形で事業の運営ができればというふうに考えてございますが、これがという共生型サービスの実

例というのは、私のほうでは今現在、近隣では押さえていないといったところが実情でございます。

以上でございます。 

○【大川健康福祉部長】 少々補足的に申し上げますと、小規模多機能型についている地域交流スペ

ースというのは、いろいろな地域でもう既に、日本全国いろいろな地域で実践としては成立している

というようなことがございます。特に、認知症の日などでお呼びした大牟田市の地域密着型の小規模

多機能では、必ずそこに地域交流スペースを置くというようなことを位置づけて計画的に広げてきた

という、これまでの実践がございます。 

 そういうところでは、例えば認知症の方が集まってお茶会をしたり、あるいは地域の方がかわるが

わる集まって、地域でのいろいろな出来事の話をして御相談をしたり、そこにはコーディネーターが

いて、いろいろな話を吸収しながら、じゃ、それはどういうふうにやっていこうかというような話を

皆さんでも考えていくような実践がされているというようなことを聞き及んでございますし、今回の

地域交流スペースにつきましても、地域の皆さんがかわるがわる来られるような、できればいろいろ

なタイプの方がいらっしゃって、かつ、コーディネートができるようなことをこちらでは考えつつ、

それは事業者がどのようなやり方をしていくかということもきちんと詰めながら進めてまいりたいと

いう考えでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 今の件で１つ確認なんですけれども、今、国立市のほうでも小規模多機能型、

中区にありますよね。あそこも地域交流スペースというのはあるんでしょうか。 
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○【馬塲高齢者支援課長】 中２丁目の小規模多機能事業所には地域交流スペースというのはござい

ません。 

○【髙柳貴美代委員】 ないと思います。それと、看護小規模多機能型居宅介護のほうはありますよ

ね。そういうスペースがあると思うんです。そこでの使われ方というか、地域の皆さん、どんなふう

に使っているのか、わかったらちょっと教えてください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。矢川のほうにある看護小規模多機能の地

域交流スペースなんですけれども、非常にいろいろな方がいらっしゃっております。高齢の方がちょ

っとした作業をするような、縫い物をしたりというようなグループで使われていたりですとか、あと

カレーの会は、お子さんも交えた、カレーを提供するような日を設けていたりとか、あとふらっと来

ても入りやすいようなところですし、たまたまあそこには相談員もいますので、ちょっとした相談も

できるというような使われ方をされております。 

○【髙柳貴美代委員】 私もちょっと見学させていただいたことがあるんですけど、とても居心地の

いいきれいな場所でした。そういう使われ方をしているということで、大牟田市でもたしかカレーを

みんなでつくってなんていうのをやっていたというのを覚えております。 

 中区のほうの小規模多機能型のほうには地域交流スペースがないということですけど、これはどう

いうことなのでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 中の小規模多機能型ですけれども、まずはグループホームという別形態

の事業所と併設されていることが１点と、それからもう１つ、たしかあれができたのが、私がまだ課

税担当をやっているころの、私あそこの評価をしたので記憶があるんですけれども、まだ地域交流ス

ペースといったような概念が介護保険の事業の中になかった時代に建設されているというところがご

ざいますので、そういったところでないのかというふうに考えてございます。 

○【永見市長】 2006年の介護保険法改正がありまして、地域包括ケアの概念が初めて入ってきたと

きに小規模多機能というサービス類型が入りました。その第１号として、立川の法人が自分で、中地

域防災センターの前ですよね。あそこに立川の法人が自分で土地をお持ちでございました。そして、

今言ったように、１つの泊まりの場というのを持っている。そこで初めて、本当に先駆的な取り組み

なんですけれども、そういうような形で取り組んでいただいたということが１つ、先駆的にやってい

ただいた。 

 したがって、当時、今議論になっているような概念というのはまだなくて、地域包括ケアってどう

やって組み立てていくんだろうかという、地域包括ケアの地域はどういうエリアにするんだろうかと

か、地域包括支援センターはどういうふうに設置するんだろうかみたいな、そういう議論のとば口の

時期に先駆的に出ていただいた。ですから、それから、あれが2006年改正ですから、14年ぐらいたっ

て、どんどん地域包括ケアの進化があって、そして、今、共生型まで含めてどうかというような議論

が進んできているというふうに御理解いただけたらいいと思います。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。先駆的に取り組んでくださったということで、私も

中区に住んでおりますので、随分施設にはお世話になって、本当によかったというようなお話もよく

聞いております。また、その建物の建て方もあるので、確かに先駆型でそのころ建てたので、そうい

うスペースを確かに今とるというのは非常に難しいというふうに思います。 

 今回の東のほうは、そういったことも含めて対応してくださる業者さんをこれから募集するという

ことでございました。私も富山市に行きまして、共生型というのは非常に魅力的だったんですね。そ



－ 60 － 

こで多世代で、しょうがいを持ったお子さんも、そうではないお子さんも一緒に高齢者の方々と、デ

イホームとして高齢者の方がいらっしゃっていて、その中で随分みとりも行ったというお話をなさっ

ていました。これから先、多死社会を迎える中でそういった観点も、そういう中で命の大切さという

のを子供たちに知ってもらえることができたんですよというお話がとても印象に残っておりますので、

やはり地域包括の進んだまち国立でございますので、私も共生型の施設というのは、これから考えて

いくべきじゃないかと思います。ありがとうございます。 

○【青木淳子委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)東２丁目寄贈土地における介護保険事業所の公募についてを終わります。 

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

 報告事項(3) 第二期国立市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

○【青木淳子委員長】 報告事項(3)第二期国立市子ども・子育て支援事業計画（素案）についてに

入ります。 

 当局から報告を願います。施策推進担当課長。 

○【清水施策推進担当課長】 それでは、第二期国立市子ども・子育て支援事業計画（素案）につい

て御報告をさせていただきます。福祉保険委員会資料№65をごらんください。 

 本事業計画は、子ども・子育て支援法第61条第１項に基づく計画として、１つ、質の高い幼児期の

学校教育・保育の総合的な提供、２つ、保育の量的拡大・確保、３つ、地域の子ども・子育て支援の

充実を目指し、５年を１期として策定することとされ、平成27年度策定の第一期計画が令和元年度で

終期となることから、令和２年度からの新たな５カ年を計画期間として策定するものです。 

 国立市では、子ども総合計画や子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育園の新設、また、定員

増などを行い、待機児童の解消を図ってまいりましたが、共働き家庭やひとり親家庭等の増加、また、

保育園の新設そのものが潜在的な需要を喚起する要因ともなり、待機児童の解消には至っていないこ

とから、保育の量的拡大と質の確保に総合的に取り組み、より一層の待機児童の解消を図っていくこ

と等を目的とし、平和元年５月28日、市長より子ども総合計画審議会に対し、子ども・子育て支援事

業計画の策定について諮問いたしました。以来、計５回にわたる審議会におきまして、保育サービス

等の量の見込みとその確保の内容などについて検討を行い、素案を作成いたしました。 

 それでは、順を追って計画素案の構成について御説明させていただきます。 

 初めに、５ページから11ページ、第１章、計画の策定にあたってでは、計画策定の背景と目的、子

ども・子育て支援新制度の概要、計画の位置づけ等について示しており、本計画が子ども・子育て支

援法に基づく計画であると同時に、これまで取り組んできた子ども・子育て支援のための施策を継承

する計画として、第三次国立市子ども総合計画のアクションプランとして策定することを記載してお

ります。 

 続きまして、13ページから38ページの第２章では、子ども・子育て支援を取り巻く状況として、人

口や世帯、出生数等の変化状況のほか、平成30年度に実施いたしましたニーズ調査から見られる課題

等について抜粋して示させていただいております。 

 続きまして、39ページから46ページ、第３章、計画の基本的な考え方では、第三次国立市子ども総

合計画の基本理念を踏襲することのほか、国が定める家庭類型や量の見込みの推計方法と手順につい

て示してございます。 
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 続きまして、47ページから59ページ、第４章、乳幼児期の教育・保育の整備では、乳幼児期の教

育・保育の量の見込みと確保方策や、質の高い教育・保育の提供、また、幼稚園教諭と保育士の資質

の向上、幼稚園や保育所、認定こども園と小学校との連携等について示しており、保育園や幼稚園と

いった幼児期の教育・保育の整備について量の見込みと確保方策を示すとともに、質の高い教育・保

育の提供についての方策を示しております。 

 続いて、61ページから89ページ、第５章、地域子ども・子育て支援事業の整備では、子ども・子育

て支援法で定める13の地域子ども・子育て支援事業、例えば地域子育て支援拠点事業ですとか、一時

預かり事業、病児保育事業、放課後児童健全育成事業などにつきまして、その量の見込みと確保方策

について示してございます。 

 続いて、91ページから108ページ、第６章、第２期国立市放課後子ども総合プランでは、全ての就

学児童が放課後等を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行えるために、文科省と厚労省が策定

いたしました新・放課後子ども総合プランに基づきまして、学童保育所と放課後子ども教室のあり方

を示した第２期国立市放課後子ども総合プランを掲載しております。 

 続きまして、109ページから126ページ、第７章、子ども・子育て支援事業の充実に向けた方策では、

必須項目として定められました第４章から第６章までの内容に加えまして、より具体的に切れ目のな

い子ども・子育て支援事業を行っていくとして、産休・育休後の保育園等の円滑な利用に関する方策

や都の施策との円滑な連携について、また、保護者が子育てをしながら就労が可能となるための方策

等について、子ども総合計画に示す内容を項目ごとに記載しております。 

 そして、127ページから129ページの第８章は計画の推進体制について示しております。 

 後になりますが、現在、本日までですが、本計画素案についてパブリックコメントを実施してお

りますので、そこでいただきました市民の皆様の御意見も参考とさせていただき、第二期国立市子ど

も・子育て支援事業計画を策定してまいります。報告は以上でございます。 

○【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。上村委員。 

○【上村和子委員】 たくさんあるので、大きく３つだけ聞きます。 初に全部言います。 

 まず、今回のこの大きな事業計画のラストに、これを審議した子ども総合計画審議会委員名簿があ

りますが、今後見直して、私はここに子どもの夢・未来事業団の人も入ったほうがいいんじゃないか

というふうに思います。今、入っていないので、入ったほうがよりしっかりした計画がつくられるん

じゃないかというのが１点目です。 

 それを踏まえて、56ページに質の高い教育・保育の提供云々、ここの中身はすごく重要なところな

んですけれども、ここですね、恐らく子どもの夢・未来事業団、幼児教育の推進って国立の目玉にな

ると思うところなので、もう少ししっかり書いたほうがいいと思います。しかも、市が先導するより、

事業団、それこそ汐見理事長がいるので、しっかり見てもらって、そこのビジョン、国立の事業団と

いうのは何を目指していくのかというのが、国立市が経営者ですから、もう少し書いたほうがいい。

事業団の人に書いてもらったほうがいいんじゃないかと思います。 

 後の３点目が、しょうがいしゃ福祉のときにも必ず言っているんですけれども、地域福祉のとき

も必ず言いました。この表題、表紙です。「国立市子ども・子育て支援事業計画」としか書いてあり

ません。ここに副タイトルがあったほうが、この計画のテーマは何なのか、この柱は何なのかという

スローガンがわかります。スローガンに当たる副タイトルが――何とか計画って、簡単に言うと子ど

もの夢・未来計画と書くのかどうかわかりませんけれども――何か副タイトルでその事業のビジョン
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がわかる文言が必要。もしも部長など考えているところがあればお聞かせください。 

 以上、３つです。私が聞きたいのはこの３点だけです。 

○【清水施策推進担当課長】 お答えさせていただきます。まず、初めの御質疑でしたが、名簿に今

の委員さんの任期が137ページにも示させていただいておりますが、令和３年８月19日ということに

なりますので、この支援事業計画の答申までは更新はされないことになります。ただ、今、委員さん

からも指摘をいただきました、今後、国立市としては、この事業団とともに子供の支援策については

検討して、また、進んでいくところでございますので、事業団のメンバー、理事さんなんでしょうか、

そのあたりは、どういう方に入っていただく等についても部としてしっかりと考えていきたいという

ふうに思います。ありがとうございます。 

 ２つ目、56ページの項目について、私どもとしても、ここの部分が本計画においては非常に重要な

部分だというふうに認識して書いてございます。委員さんからも今御指摘をいただきましたので、も

う少しこの内容、諮問をして答申をいただくわけで、ここで素案はいただいておりますが、当然その

まま市の事業計画にするわけではございません。市としてもしっかりと、先ほど申し上げましたよう

にパブリックコメント、また、きょう委員の皆様からいただく御意見等もあわせて、また、さらに市

のほうでも整理したものを加えて計画として出すというふうに考えてございますので、そこの部分で

しっかりと考えていきたいと思います。以上でございます。 

○【松葉子ども家庭部長】 それでは、３つ目、今御質疑いただいたこととあわせて御回答させてい

ただきたいと思います。まず、名簿のところで、今事業団の方が入っていないというようなお話があ

りましたけれども、今の56、57ページあわせて、第一次から第二次の計画になったときに大きく変わ

ったのが、幼児教育を進めるという考え方が大きく入ってきたところです。27年当初から保育の質と

量というのは両輪だよというふうには言われていましたけれども、改定等がございまして、より幼児

教育を進めるということが大きくなってきたところです。 

 理事の方は今委員に入っておりませんが、当然、事業団の理事の方々と子ども総合計画審議会委員

の方々との懇談ですとか、また、保護者の方、矢川の保護者を初め公立の保護者ですとか、矢川プラ

スができますので、地域の方々とのお話をするような機会というのは積極的に設けていきたいと思っ

ております。 

 それと３つ目の部分、サブタイトル的なものをというのをお話しいただいたんですが、実は平成31

年、ことしの１月５日号の市報で、新春特別企画で幼児教育座談会というのを実施させていただきま

した。これは永見市長と汐見先生と幼稚園と保育園の協会のそれぞれの会長さんに入っていただいて、

これからの幼児教育についてということで座談会をさせていただきました。その中で、汐見先生がお

話をしていただいているんですが、汐見先生、いろいろなところでこの言葉を使われているんですけ

れども、これからの子育ち・子育てについてというところでいつもお話をいただくんですが、これか

らＡＩの社会になっているよというような中では、やはり体を使って覚えていくことが大好き、自分

で考えることが大好きで、人と直接かかわって人のために何かすることが大好き、そういう子供たち

を育てられるかどうかというのがこれから将来にかかわっているというようなことを常々いろいろな

ところでおっしゃっています。このあたりの言葉を少し引用させていただいて、サブタイトル的につ

けさせていただければというふうに考えております。 

○【石井めぐみ委員】 聞きたかったところ、今上村委員が見事に聞いてくださったので、私からは

質疑１つと、あと意見を１つ。そもそものところなんです。第一期からちょっと気になっていたんで
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すけれども、例えば18歳未満の子供とか６歳未満の子供、それから出生率も年々下がっていますよね。

この下がっているという中で、国立市はどういう方向でこれをやっていくのかというのが実は見えて

いないんです。つまり、下がっていくこと、子供が減少していくことを受け入れて計画をしていくの

か、それとも市長が子育て政策に力を入れるというからには、ばんばん子供をふやしていく方向でこ

の計画を進めていくのか、そこのところが見えていないので、市長がお答えいただけるんだったら、

市長の思いを１つ聞かせください。 

○【永見市長】 実は私は、今、後者のほうの立場におります。ただ、非常に見えにくいというのは、

子ども・子育て支援事業計画と子ども総合計画、子ども総合計画のアクションプランですので、今お

っしゃって、私が答えた内容は子ども総合計画のほうに出てきまして、そしてアクションプランのほ

うは、じゃあ数量をどれだけふやしますかみたいな無味乾燥にどうしてもなりがちで、これは法定計

画ですので、ある意味でいうと、数字が羅列された無味乾燥なものになりがちです。ですから、本来

ですとセットのものになります。私の考え方はそういうことですので、無味乾燥にならないように、

もう１回チェックして、言葉を少し丁寧に拾いながら、意味が伝わるような計画にしていきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。大変頼もしいお言葉を聞きました。基本理念のとこ

ろもそういった言葉を入れながら、ぜひ市長の思いをこの中に入れていただきたいと思います。 

 111ページ、これは方策のところですけれども、その３番です。子ども・子育て情報の発信と子育

て支援施策の拡充ということです。この発信というところが、どうも国立市はいま一つだなという思

いがたくさんありまして、65ページの市民の声のところも、子供の情報が集まってウエブサイトをつ

くってほしいという声があって、これをわざわざ取り上げているということは、この部分は気になっ

ているんじゃないかなというふうに思います。子育てアプリなんかもつくっていただいているんです

けれども、どうもいま一つ、大変申しわけないんですけれども、やっぱりいま一つ評価されていない

というところもあって、しっかりと、事業団もやるということですので、これからは子供に特化した

ウエブサイトということも考えながら、ぜひ市民に喜んでいただけるような、本当に利用のしがいが

あるようなサイトをつくっていただきたいということもちゃんと入れ込んで書いていただけるといい

なと思います。意見にとどめます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 私もいろいろ聞いたり、意見を述べたいんですけど、時間もあれなので１点

だけ絞らせていただきます。67ページ、⑤の今後の具体的な事業計画というのがあります。妊婦健康

診査については、既に充足していると考えられるため、今後は質の向上等に努めていくというふうに

あります。これは充足しているとお考えでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 こちら妊婦健康診査事業、国のほうが定めます地域子育て支援事業の１

つでございます。こちら現段階では妊婦健康診査事業に関しては充足しているという点があるかと思

っております。ただ、質疑委員ともいつも意見交換させていただいております産婦健診ですとか、妊

婦健康診査自体も、さらに内容を追加するということも要望としていただいているところがあるかと

思いますので、そういった点を含めて、また改めて検討していきたいと考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 妊婦健康診査については充足しているということなのだと思いますけれども、

111ページの２の妊婦健康診査費用助成の推進というところがありますよね。ここもやはり、今、国

立市においては、お子さんのほうの健診を１カ月でします。そこでは母親の尿検査とか、そのような

ことはありますけれども、やはり母親主体の健診を産後、私はしっかりとそこを打ち立てていかない
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と、産後ケアを今度やってくださるということですけれども、２週間、１カ月でお母さんの健康状態

が把握できて、そこで改めて産後にまたつながるということもあるので、ここは切り離さないでいた

だきたいと思います。なので、妊婦健康診査については充足していると書いてあるけれど、ちょっと

ここを私は疑問を持ちました。いかがでしょう。 

○【山本子育て支援課長】 失礼いたしました。国が示した13事業があくまで妊婦健康診査という形

ですので、こういった書き方をさせていただいたところですが、委員もおっしゃっていただいた産婦

健康診査のところですね、こちらも当然委員おっしゃるように重要な部分かと考えておりますので、

こちらの記載の仕方というのは、改めて検討させていただければと思います。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、私も１つだけ質疑させていただきます。58ページのところの

幼稚園教諭と保育士の資質の向上のところについてです。さまざまいろいろ出していただいていて、

いい内容が出ているのかなと思います。研修であるとか、子供にかかわる職員の資質向上、あと処遇

改善ところです。ここに関してなんですが、この間もいろいろ出ているかとは思うんですけれども、

保育の質と量であるとか、もしくは待機児の問題を解消するためにというところにもかかわってくる

のかなと思うんです。保育士の処遇改善になるんですかね、保育士に依存する業務であるとか、また

待機児を解消する上で保育士の負担になるようなことが起きてはいけないと。要するに保育士をもっ

と確保するべきなのかなと思うところではあります。 

 結局、例えば保育士がふえなかったら、子供にかかわる仕事がもしかしたらおろそかになってしま

うかもしれない、もしかしたら何か問題が起きてしまうかもしれないという懸念されるところがある

ので、研修とかもそうなんですけれども、ぜひ処遇改善とか、具体的に方策を持って進めていただき

たいと思うところではあるんですが、もしそこのところ、何か考え等があれば伺えればなと思うんで

すけど、どうですか。 

○【川島児童青少年課長】 こちら子ども家庭部としましても、待機児童対策というのは重要だと思

っておりますが、やはり保育の質の確保というのは何よりも大事なことだというふうに考えてござい

ます。処遇改善等につきましては、これまでも御説明させていただいているとおり、処遇改善加算で

すとか、キャリアアップの補助金、あるいは宿舎の借り上げ等、さまざま補助事業を国・都の制度等

を活用しながら、今実施をさせていただいているところですので、今後もこういった制度等を活用し

ながら保育士の処遇改善を図っていきながら保育の質の確保、向上を図っ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。ちょっと漠然とした質疑になって申しわけなかったで

す。ぜひこれからも処遇改善とか進めていただきたいと思っています。これまでもしていたのかなと

は思うんですけれども、ぜひ、保育士もしくは幼稚園教諭とかいうところの意見とか、もしくは声を

聞くところもこれから持っていただけたらいいのかなということを意見とさせていただきます。 

○【重松朋宏委員】 私からも内容ではなくて、計画全体のことについて１つ２つ伺いたいと思うん

ですけれども、10ページ、11ページの計画体系です。先ほど市長は無味乾燥なものというふうにおっ

しゃっていましたけれども、私はこれを見させていただいて、全然無味乾燥ではなく……（「無味乾

燥になりがちだと言ったんです」と呼ぶ者あり）無味乾燥になりがちと言うんですけど、全然無味乾

燥ではなくて、前回の、 初の子ども・子育て支援事業計画は確かに量の確保が重点だったので、か

なり数字ばかりのところがあったんですけれども、かなり内容が豊富だなという印象を持ちました。 

 ただ、一方で、前回は2015年３月に第一期の子ども・子育て支援事業計画ができて、その１年後に
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すぐ国立市子ども総合計画が出てきて、後ろのほうには放課後子どもプランも入ったものができてき

て、今回の第二期の子ども・子育ての中にも、今度は第２期の放課後子どもプランが91ページからあ

って、何か計画だらけで、正直私もどれを一番参考にしてよいのか、よくわからなくなってくるんで

すけれども、この子ども・子育て支援の事業計画、これは法定なので５年ごとにつくらなければいけ

ないものですよね。どこかで、子ども総合計画は８年ごとですけれども、今年度、中間評価をするこ

とになっていて、計画をつくって回して、つくって回して、大変だと思うんですけれども、子ども・

子育て支援事業計画にどこかで一本化しちゃっていいんじゃないかなと思うんですが、そういう検討

というのは特にされていないんでしょうか。 

○【松葉子ども家庭部長】 実は第二次国立市子ども総合計画までは５年のサイクルの総合計画でし

た。第一次子ども・子育て支援事業計画、平成27年の法ができたときに、国が５年のサイクルで策定

をしなさいということになったため、第三次国立市子ども総合計画をつくる前に、子ども・子育て支

援事業計画が前の年から走り出すような、体系が走り出すような形になっちゃったんですね。これは

やはり、どう考えても上位計画が上に来るべきだということがございまして、市の基本計画ともあわ

せて、第三次の子ども総合計画を８年という計画にさせていただいております。 

 そうします、表で見ていただきますと、第四次の子ども総合計画をやるときには、第二期の子ど

も・子育て支援事業計画がかぶるような形になっていますので、やはり本来的に法定なんですけれど

も、これまで国立市で総合的な子ども総合計画というのをつくってきておりますので、一応、それを

上位というふうに考えさせていただいて、子ども・子育て支援事業計画は、待機児の質・量と13事業

というのが中心的な計画になっておりますので、うまく子ども・子育て支援事業計画のほうが包含で

きるような形に持っていきたいなというふうに思っております。 

○【永見市長】 今、事務的にはそうなんですね。重松委員がおっしゃることも非常によくわかって

いまして、昔、介護保険事業計画と高齢者保健福祉計画というのがあって、それを、本来ですとお互

いちゃんと整合をとってやりなさいということで、今回、地域包括ケア計画として一本にまとめて、

理念から始まって数量目標まで入れ込んで、１冊見れば、国立市は何を目指して地域包括をつくろう

としているのか、福祉をどうしようとしているのか、わかるようにしたわけですね。 

 ですから、今、重松委員がおっしゃったこと、本当にそのとおりだと思って、先ほど石井委員から

言われたことも、どこに理念があって、どうなっているんだという話なので、これは、今、事務的に

はこういうふうに進んでいますけれども、どこかで、本来そこを合体させた１つの冊子でトータル、

その期間中の目標とか理念がわかるようなものにできるよう、今後、少し検討させていただきたいと

思います。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。今回これを策定すると、しばらくは子ども総合計画の見直しも、

さらに第三期の子ども・子育て支援事業計画の策定も二、三年ちょっと猶予期間があるので、その間

にかなりのレベルのものまでできているようにも思いますので、考えていただければと思います。 

 こちらは文京区の子育て支援計画の特集号で、市報でパブリックコメントをとるにしても、はがき

もついてあるんです。文京区は地域福祉計画のほうで概論をやって、分野別計画として子育て支援計

画というのを立てているみたいなんですけれども、これを見ますと、一応、文京区の子育ての基本理

念とか、具体的にどういうことをやるのか、これ１つでわかりやすくなっておりますので、国が法定

でつくらなきゃいけないものと、国立市がこれまで独自にやっていたものとを整理しながら、わかり

やすい形で、今、国立市はこういう理念でこれをやっていこうとしているというのをわかりやすく今
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後提示していただければというふうに思います。以上です。 

○【望月健一委員】 審議時間が100分超えておりますので、そろそろトイレに行きたい方もいらっ

しゃるでしょうし、手短にしたいところです。本当はこの計画は大切な計画でございますので、１ペ

ージ１ページ、委員の皆様と、そして市当局の皆様と質疑をしたいところでございますが、今回は１

つだけにさせていただきます。私も56ページのスローガンというんですかね、これの貫く思想という

んですかね、そういったものを御議論していきたいなと思っております。幼児教育に関しまして、私

も重要だと考えておりまして、子供たちの生き抜く力を育む上で大切な事業である、そうしたことを

駅前などでも述べさせていただいています。 

 一方で、幼児教育というのは、他の世代の教育に比べて、小学校、中学校の教育に比べて費用対効

果が高いから行うべきだ。これはデータに基づいてあるんだ。それは確かにおっしゃるとおりなんで

すけど、だけども、それを余り強調し過ぎちゃうと危ない方向に行ってしまうと、私も一方では思う

わけです。例えば、私、生き抜く力って大切だと思うんです。でも、子供たちの生き抜く力という意

味では大切だと思うんですが、一方で、それを逆の方向で考えてしまうと、経済的側面で費用対効果

が高いから、そこに費用をかけちゃおう、そういった発想にもつながりかねない。昔でいうところの

エコノミックアニマルをつくろうみたいな発想にもなりかねない。エリートをさらにエリートにして

いこうみたいな発想にもなりかねない。それは危惧しなければいけないと思っているんですね。 

 私は、生き抜く力、これをスローガンにもしていただきたいんですが、一方で、一人一人の子供た

ちが自分たちの色で育つような豊かな成長を促すような子育てというか、育つようなことをやってい

ただきたいと思っています。あと欠かせないのは、子供たち自身の視点ですよね。いや、私たち生き

抜く力、経済的にもしかしたら役に立つかもしれないけど、いや、僕たちそこだけじゃないしね。子

供たちからしたらそうかもしれない。よく私、駅前でも言わせてもらうんですけど、子供たちの、子

育て政策にお金をかけることは、結果として、私たちの社会保障減少を防ぐことになりますみたいな

ことを一方で言うんですけど、それを言い過ぎてしまうと、いや、別にそれだけじゃなく、子供から

してみれば、そこだけじゃないよねという視点も必ずあると思うんです。僕たちは自分らしく成長し

ていきたい。ただ、それだけかもしれない。 

 そこで、意見をいただきたいのが、子供たちに意見を聞くということもあると思います。しょうが

いしゃの宣言の中では、私たちのことを私たち抜きに決めないで、すばらしいスローガン、それが政

策にもなっております。そういった視点も踏まえて、例えばスローガンというか、思想、国立市の子

供たちをどう応援していくのか、どう支援していきたいのか、そこら辺の思想というか、スローガン

でもいいんですが、お聞かせいただければと思います。 

○【松葉子ども家庭部長】 今回、30年度からいわゆる幼児教育の推進をやっているときに、先進の

地区、自治体に見学に行かせていただきました。そうすると、今、質疑委員さんがおっしゃっていた

ように、明らかに費用対効果というか、 終的には経済力がつくから、結局それが我々の自治体に返

ってくるんだよというようなことをはっきり言うところもございました。ただ、我々はそういう観点

ではなくて、やはり大事なのは、今、お話もありましたように、今を生きる子供たちが、いろいろな

状況に置かれている子供たちが分け隔てなく、しなやかに伸び伸びと育っていただきたいと。これは

市報でも市長がおっしゃっていましたが、国立で育つと、こんな豊かな心が育つんだというような子

供たちを育てたいと。そのためにはしっかりとした親子等の愛着形成のもとでなければ、これはでき

ない。そうするとやはり子育て支援ですとか、いろいろな支援、親支援をいうのも当然必要になって
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きますので、結果としては、今を生きる子供たちについて、どういうふうに育てるかということを大

事に考えながら進めていければというふうに考えております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。部長おっしゃるとおりだと思いますので、それを短い

スローガンにまとめるのは難しいと思いますが、ぜひともまとめていただいて、よろしくお願いしま

す。以上です。 

○【青木淳子委員長】 以上で、報告事項(3)第二期国立市子ども・子育て支援事業計画（素案）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２２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１２月１６日 

 

 

 

    福 祉 保 険 委 員 長       青   木   淳   子 
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