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 ○会議に付した事件 

    １．議  題 

     (1) 第１６号議案 平成３１年度国立市一般会計予算案 

     (2) 第１７号議案 平成３１年度国立市国民健康保険特別会計予算案 

     (3) 第１８号議案 平成３１年度国立市下水道事業特別会計予算案 

     (4) 第１９号議案 平成３１年度国立市介護保険特別会計予算案 

     (5) 第２０号議案 平成３１年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案 

 

審  査  結  果  一  覧  表 

番    号 件           名 審 査 結 果 

第１６号議案 平成３１年度国立市一般会計予算案 ３１．３． ８ 

原 案 可 決 

第１７号議案 平成３１年度国立市国民健康保険特別会計予算案 ３１．３．１１ 

原 案 可 決 

第１８号議案 

 

平成３１年度国立市下水道事業特別会計予算案 ３１．３．１１ 

原 案 可 決 

第１９号議案 平成３１年度国立市介護保険特別会計予算案 ３１．３．１１ 

原 案 可 決 

第２０号議案 

 

平成３１年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案 ３１．３．１１ 

原 案 可 決 
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都市整備部参事 江村 英利 教育施設担当課長 古川 拓朗 
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午前１０時開議 

○【大谷俊樹委員長】 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから予算特別委員会を開

きます。 

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

○【大谷俊樹委員長】 それでは、各会計予算案の審査日程について御説明いたします。 

 審査日程は、開催通知のとおり、本日６日水曜日、７日木曜日、８日金曜日、11日月曜日までの４

日間といたします。 

 なお、予算特別委員会の議事運営の方法等につきましては、去る２月19日に開催されました議会運

営委員会での協議の結果、既に各委員に配付しております予算特別委員会確認事項等のとおり確認さ

れておりますので、それに沿って議事を進めてまいります。御了承のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、議事の進め方について御説明いたします。本日は、既に資料として提出されております2019

年度から2022年度（平成31年度から平成34年度）までの実施計画について説明を求め、それに対する

質疑を承ります。各会派の持ち時間は、質疑と答弁を含めて１人会派は５分、２人以上の会派は10分

といたします。 

 次に、第16号議案平成31年度国立市一般会計予算案に入り、当局から歳入全般の補足説明を求め、

本日は去る２月22日の本会議において副市長が行った提案説明に対する総括質疑と、一般会計予算案

の歳入全般に対する質疑を承ります。 

 明７日は、一般会計予算案の歳出について一括して補足説明を求めた後、歳出の款１議会費から款

７商工費までを一括して質疑を承ります。 

 ８日は、款８土木費から款13予備費までを一括して質疑を承ります。終了後、討論は省略し直ちに

採決に入り、採決は挙手による採決といたします。 

 終日の11日は、平成31年度各特別会計予算案に入り、各特別会計予算案の歳入歳出を一括して補

足説明を求めた後、一括して質疑を承ります。終了後、討論は省略し直ちに採決に入り、採決は挙手

による別個採決といたします。 

 念のために申し上げます。質疑時間について調整される場合には、議事の進行上、事前に委員長ま

でお申し出いただきますようお願いいたします。 

 おおむね以上のとおり議事を進めたいと思いますので、委員各位には特段の御協力をお願いいたし

ます。 

 なお、補足説明、質疑等の持ち時間につきましては、十分御留意願いたいと存じます。 

 また、次の点についても御了承願います。 

 １点目は、机の配置と委員席でございます。議会運営委員会において確認をしていただいたとおり

ですので、御了承願います。 

 ２点目は、説明員が補足説明を行う際には、発言台でお願いをいたします。 

 ３点目は、質疑及び答弁をされる際には、必ず挙手をしていただき、委員長が指名をしてから、マ

イクを使用して発言をされるよう特にお願いをいたします。 

 ４点目は、質疑をされる際は予算書のページ数を、また資料については、資料ナンバーとページ数

を発言していただきますようお願いいたします。 

 以上、御了承のほど、よろしくお願いいたします。 
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 それでは、議題に入ります。なお、質疑につきましては、議題の範囲内で御質疑されますよう御留

意願います。 

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

○【大谷俊樹委員長】 それでは、2019年度から2022年度（平成31年度から平成34年度）までの実施

計画に入ります。実施計画について説明を求めます。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 おはようございます。それでは、予算特別委員会資料№51に従いまして、

2019年度～2020年度（平成31年度～平成34年度）実施計画について御説明を申し上げます。 

 まず、お開きいただき１ページをごらんください。実施計画の策定に当たってでございます。 

 １、策定の目的についてですが、実施計画は、基本構想及び基本計画に定めるまちづくりを実現す

るために、行財政の均衡と事業の優先度等を精査した具体的な行財政計画であり、健全な財政運営と

効果的・効率的な行政運営に資するために策定するものとしております。 

 次に、２、実施計画の計画期間ですが、記載のとおり2019年度（平成31年度）から４カ年といたし

ました。 

 次に、３、実施計画策定に当たっての考え方ですが、策定に当たり(1)から(6)まで６項目の考え方

に基づいて策定いたしましたので、その内容を記載させていただいております。 

 続きまして、財政計画について御説明させていただきます。３ページをごらんください。 

 初に、財政計画算定上の条件の主な特徴点について御説明いたします。 

 歳入でございますが、市税につきましては、現行制度をベースに税制改正を加味して計上しました。 

 次の地方交付税につきましては、扶助費等の伸びから普通交付税の交付団体となることを見込んで

おります。 

 また、地方消費税率の引き上げに伴い、市の歳入である地方消費税交付金の増を見込んでいるほか、

新たに創設される法人事業税交付金の増を2020年度（平成32年度）以降に見込んでおります。 

 続きまして、４ページをごらんください。歳出でございますが、人件費につきましては、定員管理

計画による職員数の減。2020年度（平成32年度）から開始される会計年度任用職員制度に係る期末手

当分の増等を見込み算定いたしました。 

 繰出金につきましては、各特別会計の収支の健全化に留意するとともに、繰り出し状況について財

政検証を行い、計上いたしました。 

 その他でございますが、地方財政や社会保障制度等の枠組みにつきましては、先行きに不確定要素

がある旨記載しております。 

 次に、財源調整表について御説明いたします。５ページをごらんください。以下数字は100万円単

位となっております。 

 経常枠の欄につきましては、経常枠歳入（Ａ欄）と経常枠歳出（Ｂ欄）の差し引き額（Ｃ欄）を特

別会計繰出金及び計画事業に充当可能な一般財源として算定してございます。 

 次に、特別会計繰出金についてでございますが、特別会計繰出金に必要な一般財源（Ｄ欄）と、

（Ｃ欄）の額から（Ｄ欄）の額を控除した計画事業に充当できる一般財源（Ｅ欄）を記載しておりま

す。 

 さらに、2019年度（平成31年度）から2022年度（平成34年度）の計画（政策）事業として採択した

事業の事業費合計である計画（政策）事業に必要な一般財源（Ｆ欄）を計画事業に充当できる一般財

源（Ｅ欄）から差し引いたものを、実施計画時差し引き財源不足額（Ｇ欄）として算定しております。 
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 この実施計画時差し引き財源不足額（Ｇ欄）に対する財源調整としては、欄外に記載したとおり、

財政調整基金等の取り崩し及び健全化の取り組みにより対応することとしております。 

 次に、年度別財政計画について御説明いたします。６ページをごらんください。年度別財政計画の

特徴的な部分について御説明いたします。 

 各年度の財政規模につきましては、歳出の合計（Ｂ欄）のとおり、2019年度（平成31年度）は304

億7,000万円、2020年度（平成32年度）は309億800万円、2021年度（平成33年度）は316億1,100万円、

2022年度（平成34年度）は315億7,300万円と推計いたしました。 

 次に、歳入の主な特徴について御説明いたします。 

 市税につきましては、（平成31年度）2019年度当初予算案の数値を出発点に、税制改正の影響等を

見込んで計上してございます。 

 地方交付税・譲与税等につきましては、先ほど申し上げましたとおり、地方消費税交付金の増、及

び法人事業税交付金の新設による増を見込んでおります。 

 国庫支出金及び都支出金につきましては、扶助費の伸びを参考に推計し、事業計画の財源を合算し

て推計してございます。 

 市債につきましては、事業計画に伴う起債を計上いたしました。 

 その他につきましては、基金繰入金を事業計画等の財源として必要額を計上してございます。 

 続いて、歳出の主な特徴について御説明いたします。 

 人件費につきましては、現行の報酬、給与制度により推計し、定年による退職手当額の増減や、定

員管理計画による職員数の減等を見込んでおります。 

 次に、扶助費につきましては、障害福祉サービス費、生活保護費等の伸びを見込んでおります。 

 続きまして、普通建設事業費ですが、2022年度（平成32年度）は矢川保育園建てかえ事業、2021年

度（平成33年度）から2022年度（平成34年度）は第二小学校改築事業、矢川公共用地（都有地）活用

事業などを計上しております。 

 このほか、物件費、補助費等につきましては、それぞれの年度に必要となる経費等の増減を見込み

推計しております。 

 ４カ年の財政計画は以上のとおり試算しております。 

 次に、事業計画について御説明いたします。９ページ、10ページ、施策別事業費一覧についてです

が、基本計画において定める32施策ごとに計画期間における事業費を記載しております。（平成31年

度）2019年度行政経営方針に基づく重点施策には丸印をつけております。 

 12ページ以降が施策ごとの事業計画でございます。 

 13ページ、14ページをごらんください。 

 表の見方ですが、一覧表、左側の施策名称は、基本計画の施策名称を記載しております。左から２

列目の計画概要の列は、展開方向、担当部及び個別事業名を記載しております。左から３列目以降は、

2019年度から2020年度までの事業費、財源内訳及び各年度における事業展開を記載しております。な

お、重点施策においては、基本計画に定める施策の展開方向ごとに取りまとめております。 

 それでは、順を追って主な内容について御説明いたします。 

 まず、子育て環境の充実です。 

 13ページ、14ページの下段になります。展開方向２、子育て支援環境づくりでは、幼児教育推進プ

ロジェクト事業、国立市社会福祉事業団設立運営支援事業、医療的ケア児等保育支援事業などに取り
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組みます。 

 次に、地域ぐるみでの子育ち支援です。 

 15、16ページの下段、展開方向１、ありのままの自分でいられる場所づくりでは、地域子育て支援

拠点事業、子供の居場所づくり促進事業、子供・若者支援事業などに取り組みます。 

 17ページ、18ページ、展開方向２、子供たちが主体的に学び成長できる場所づくりでは、放課後対

策推進事業、グローバル人材育成事業、国内青少年交流事業などに取り組みます。 

 次に、学校教育の充実です。下段の展開方向１、教育内容の質的充実では、インクルーシブ教育推

進事業、放課後学習支援事業などに取り組みます。 

 19ページ、20ページ、展開方向２、充実した学校生活の支援では、不登校対策支援事業に取り組み

ます。下段の展開方向３、安心・安全な学校施策の充実では、熱中症対策事業、小中学校屋内運動場

空調設備整備事業、小中学校トイレ洋式化事業、第二小学校改築事業、第五小学校改築事業などに取

り組みます。 

 21ページ、22ページの下段、展開方向５、安心・安全な給食の提供と食育の充実では、新給食セン

ター整備事業に取り組みます。 

 23ページ、24ページ、文化・芸術活動の推進と歴史・文化遺産の適切な保護です。下段の展開方向

２、文化・芸術活動の促進では、文化・芸術施策推進事業などに取り組みます。 

 25、26ページ、展開方向３、歴史・文化遺産の保存・活用と伝統文化の継承では、本田家住宅保存

活用事業に取り組みます。 

 次に、下段の防災体制の充実です。展開方向１、防災都市づくりでは、減災対策推進事業、総合防

災計画修正事業などに取り組みます。 

 27ページ、28ページ、展開方向２、災害等への対応能力の向上では、災害備蓄品購入事業などに取

り組みます。 

 次に、市街地整備の推進です。下段の展開方向１、回遊性のある国立駅周辺地域のまちづくりでは、

旧国立駅舎再築事業、旧国立駅舎管理運営事業、国立駅周辺道路・広場整備事業などに取り組みます。 

 29ページ、30ページ、展開方向２、だれもが住みやすい富士見台地域のまちづくりでは、富士見台

地域まちづくり事業、矢川公共用地（都有地）活用事業に取り組みます。 

 次に、南部地域の整備です。下段の展開方向１、適正な土地利用の推進では、町名地番整理事業、

矢川上土地区画整理見直し事業、矢川駅周辺まちづくり調査事業などに取り組みます。 

 31ページ、32ページ、展開方向２、市民生活を支える道路整備の推進では、南部地域整備事業に取

り組みます。 

 34ページ以降は、重点施策以外の施策について事業計画を記載してございます。 

 主な内容について御説明いたします。35ページ、36ページ、人権平和の推進では、国立市人権を尊

重し、多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例推進事業などに取り組みます。 

 下段の男女共同参画社会の実現と女性への総合的な支援では、女性パーソナルサポート事業などに

取り組みます。 

 少し飛びまして39ページ、40ページ、高齢者福祉の充実では、介護職員初任者養成支援事業などの

ほか、介護保険特別会計において認知症高齢者生活見守り事業などに取り組みます。 

 下段のしょうがいしゃの支援では、北３丁目福祉施設整備支援事業などに取り組みます。 

 41ページ、42ページ、支え合いの地域づくりと自立支援では、自殺対策計画策定事業、再犯防止推
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進に係る事業などに取り組みます。 

 少し飛びまして51ページ、52ページの下段、環境の保全では、省エネ家電買いかえ促進補助事業、

公園内照明ＬＥＤ化事業などに取り組みます。 

 少し飛びまして 終ページをごらんください。 

 57ページには、特別会計繰出金として国民健康保険、下水道事業、介護保険、後期高齢者医療の４

つの特別会計への繰出金について記載しているほか、実施計画期間における用地取得見込みについて

も記載しております。 

 資料№51の実施計画は以上でございます。 

 続きまして、予算特別委員会資料№52としまして、中期財政収支見通し（2019年度～2026年度）を

配付させていただきましたので、その内容について御説明申し上げます。 

 １ページは、2019年度から2026年度までの財源調整表となっております。上段の経常枠歳入（Ａ

欄）、経常枠歳出（Ｂ欄）につきましては、2022年度までの実施計画を出発点として推計し、歳出で

は扶助費などの伸びが続くことを見込んでいるほか、人件費や公債費等の増減も勘案し推計してござ

います。 

 特別会計繰出金に必要な一般財源（Ｄ欄）につきましては、現行制度をベースに、また、2022年度

までの実施計画を出発点として推計をしております。このうち、国民健康保険特別会計繰出金は横ば

い、下水道事業特別会計は減少傾向、介護保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金は

増加傾向で推計しております。 

 中段には計画（政策）事業に必要な一般財源がございますが、普通建設事業以外（Ｆ欄）と普通建

設事業（Ｇ欄）に分けて記載しております。このうち、普通建設事業につきましては、今後実施予定

の普通建設事業費の推計から積算しております。そして、計画（政策）事業に充当できる一般財源

（Ｅ欄）の金額から計画（政策）事業に必要な一般財源（Ｈ欄）を差し引き、実施計画時差し引き財

源不足欄（Ｉ欄）を算出いたしました。この実施計画時差し引き財源不足額（Ｉ欄）に対する財源調

整としては、欄外に記載したとおり財政調整基金等を取り崩し、及び健全化の取り組みなどにより対

応することとしております。 

 また、１ページの右側ですが、基金残高・地方債残高の見込みについては、各年度末の財政調整基

金及び一般会計の地方債残高の見込みを記載しております。 

 財政調整基金残高につきましては、財源調整としての取り崩しを加味して推計しております。 

 地方債残高につきましては、毎年度の新たな起債額と償還額を勘案し、推計しております。 

 次に、財政運営判断指標の見込み及び財政運営判断指標の目標値について記載してございます。こ

れは国立市健全な財政運営に関する条例において、公表が命じされている項目を記載したものでござ

います。 

 財政運営判断指標の見込みにつきましては、特定目的基金を含めた実質単年度収支、経常収支比率、

義務的経費比率、人口１人当たりの基金現在高、人口１人当たりの地方債現在高及び債務償還可能年

数の６つの指標について、その見込みを記載しております。 

 まず、特定目的基金を含めた実質単年度収支につきましては、特定目的基金の繰り入れを多く行う

年度はマイナスを見込んでおります。 

 経常収支比率は、人件費や公債費等の増減はございますが、高い水準で推移することを見込んでお

ります。 
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 義務的経費比率につきましては、扶助費の増に伴い、増傾向で見込んでおります。 

 人口１人当たりの基金現在高につきましては、基金高の減少に伴い、減傾向で見込んでおります。 

 人口１人当たりの地方債現在高につきましては、今後の起債予定額、償還予定額を勘案し、推計し

ております。 

 債務償還可能年数は、地方債残高及び経常一般財源のうち、返済に充てられる財源の見込みから、

5.2年から7.8年の間で推移するものと見込んでおります。 

 財政運営判断指標の目標値につきましては、平成29年度（2017年度）決算における各市の状況をも

とに、東京都内25市の状況等を勘案した数値を国立市の目標値として定めました。 

 裏面、２ページをごらんください。こちらは2019年度から2026年度までの財政計画となっておりま

す。こちらは実施計画における財政計画算定上の条件と同じ条件で推計したものでございます。 

 歳入では、市税はほぼ横ばいで見込んでいるほか、国庫支出金及び都支出金につきましては、扶助

費の伸びや普通建設事業費の見込みなどにあわせて推計してございます。 

 また、市債については、今後の普通建設事業費の見込みから推計してございます。 

 歳出では、扶助費は毎年度の伸びを見込んでいるほか、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別

会計への繰出金の伸びを見込んでおります。 

 また、普通建設事業費は、主に下の表にて記載した事業等について見込み、推計してございます。 

 以上、簡単ではございますが、予算特別委員会資料№51、2019年度～2022年度（平成31年度～平成

34年度）実施計画及び予算特別委員会資料№52、中期財政収支見通し（2019年度～2026年度）につき

まして御説明をさせていただきました。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【大谷俊樹委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、31ページです。重点項目の谷保の原風景保全事業の基金の積み立て

を行うというふうにありまして、改めてお伺いしたいんですけど、その基金を積み立てた後、どのよ

うな活用をするのかお伺いします。 

○【清水環境政策課長】 それでは御答弁申し上げます。今現在、谷保の原風景の利活用については、

営農が 善だろうというふうな判断をさせておりまして、その中で、まずはそういったようなマッチ

ングを市のほうで積極的に行わせていただいて、その中で、どうしてもやむを得ない分については、

今後、ケースケースが出てきた場合に、具体的に公有地化するとか、そういうようなことを検討して

いるところでございます。（「もう１回いいですか。済みません、ちょっと聞こえづらくて。ごめん

なさい、もう一度すみません」と呼ぶ者あり） 

○【大谷俊樹委員長】 もう一度、ちょっと声が聞こえなかったみたいで、もう一度はっきりと。 

○【清水環境政策課長】 もう一度、済みません、御答弁申し上げます。現在、谷保の原風景の事業

につきましては、営農が 善策だろうということで思っていまして、そこのマッチングを市は積極的

にやっていきたいと思っておりますが、その中でも、どうしてもやむを得ず買い取り申し出が出た場

合には、公有地化ということで、その出てきた農地について、ケースケースで判断していきたいと思

っております。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。ということは、買い取って、それをまた貸すとか、そ

ういう事業を市でやるということを具体的に考えているということでよろしいですか。 

○【清水環境政策課長】 そうですね。平成30年度に農地の貸し出しも可能となりました法改正もあ

りましたので、そういったところを積極的に考えていきたいと思っております。 
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○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。そういうのであればいいと思うんですけど、ただ、私、

農地というのが個人の資産で、かなり大きなものになる。そうすると、なかなか、財政負担の中で、

緑を残すためだけに、それが理解が得られるかということが出てくると思います。特に、もう谷保は

スプロール化されていますよね。そうすると、じゃ、何が原風景かってなると、私はハケだと思いま

すよ。ハケ。ハケの緑をどうやって残そうかということを考えないと、本当に緑が全部なくなります

からね。それをぜひ活用していただきたいなというふうに要望させていただきます。 

 それと、続きまして49ページ。これは自動録音機の貸し出し事業なんですけれども、要はこれで事

業をやめるということでよろしいでしょうか。来年度ですか。 

○【古沢防災安全課長】 お答えいたします。自動通話録音機でございますけれども、平成28年度に

補正予算を組ませていただきまして、３カ年のとりあえず事業、毎年250台の貸与という形で進めて

おります。その際に、３年たったときに、再度見直しを行って、そこで終わりにするのか、また引き

続き継続していくのかといったことを判断するというふうにしてございました。ただ、現状、先週あ

たりもそうなんですけど、かなり市内で振り込め詐欺の関係の電話がかかっているなんていうことも

ございましたので、またそういった状況を確認しながら、平成31年度以降どうするかということを決

めていきたいと考えております。 

○【遠藤直弘委員】 これはマスコミが 近注目していると思いますよ。この自動録音機。かなり報

道とかもしていますので、かなり手の込んだ振り込め詐欺というのがふえていますので、またちょっ

とそれをお考えいただいた後、普及活動を一生懸命やっていただきたいと思います。要望します。以

上です。 

○【髙柳貴美代委員】 39ページの高齢者福祉の充実のところ、上の段のところです。2020年度のと

ころで、市内公衆浴場の協力を仰ぎながら介護予防等の事業を行うというふうになりますけれども、

今のところどのような事業の内容をお考えか教えてください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。今現在、公衆浴場が市内１カ所ございま

して、平成31年度、改築をするということになっております。平成32年度につきましては、介護予防

はいろいろな地域展開をしていきたいというふうに考えておりまして、１つここの公衆浴場もそこの

活動の場になり得るということを考えております。これから改築に向けてのところも、一緒に何がで

きるかというところも、ちょっと調整をしていくということで、進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

○【髙柳貴美代委員】 その場合、居場所づくりの場所ということでお考えだと思うんですけれども、

ここはお風呂屋さんということで、浴場があるということです、それを使えるような形で考えていく

ということを検討していらっしゃるということでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 今考えているのは、公衆浴場の脱衣所で、以前ちょっと健康

体操とかもやった経過はございますけれども、そういった脱衣所でできるのか、少し共有スペースみ

たいなものが浴場の一角につくれるのかというところもあわせて、集まれる場の１つになりやすいと

いうか、皆さんが来やすいというか、ちょっと調整したいと思っております。 

○【髙柳貴美代委員】 居場所としても、非常に皆さんが集まれるいい場所だと思います。また、高

齢者の方におきましては、やはりひとり暮らしの方にとっては、お風呂に入るというのは非常に危険

なことで、皆さんと一緒に入れる場というものを皆さん今求められていらっしゃると思いますので、

その辺のところもぜひ加味していただいて考えていただきたいと思います。私からは以上です。 
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○【青木 健委員】 それでは、実施計画書10ページ、事業№で31番です。将来にわたって持続可能

な財政運営ということで出ているわけなんですけど、道路整備も含めまして、それから給食センター

の建設とか、さまざまな事業が今後見込まれてくるわけですよね。そうすると、財政当局としては、

この持続可能な財政運営ということについては、公債比率で言うと何パーセントまでならいいという

ふうな考えを持たれているのかどうか、その辺の基準は持たれていますか。 

○【黒澤政策経営課長】 公債費比率については、具体的な数値等は現状考えてないところでござい

ます。 

○【青木 健委員】 それでは、経常収支比率ではどういうふうに考えられていますか。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらは、中期の収支見通しでは、ほかの26市と比べたところでの目標値

は置いているところでございます。 

○【青木 健委員】 それは何パーセントなりますか。 

○【黒澤政策経営課長】 資料№52に記載をしているところでございますが、2019年度が99.3％、以

降98.3％、99.0％と増減してまいりますが、これも26市を勘案して、それよりは下回りたいといった

ところで目標値を立てております。 

○【青木 健委員】 かなり高くなりますね。事業を行うときはそれはしょうがないのかなというふ

うに思いますけど、95％を切るという１つの目標が以前あったわけです。それは、施策としては、そ

の段階からは国立市としては転換をしていくというような考え方でよろしいんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 やっぱり低ければ低いほど財政の弾力性が高まりので、それは低いほうが

いいんですけれども、一旦ぐーんと下がったときは、地方消費税交付金がかなり大幅にアップしたと

いうことが分母の要因としてありました。以降、そこの消費税分が、配分変更等東京都に不利な改正

等ございまして、伸びてきていないこと。また、人件費、扶助費の伸びがとまらないということから、

この先、現状、なかなか下げていくのは難しいのではないかと考えております。 

○【青木 健委員】 かなり厳しい状況になっていくのかなというふうに思いますけど、ただ、私か

ら申し上げたいのは、南部地域整備ということも出てくるわけです。これはどうしても資本を投下し

ていかなければできないことでありますので、ある程度その辺については我々も弾力的な考え方で対

応していきたいというふうに思っております。事業の推進については十分応援をさせてもらいたいと

いうことは申し添えさせていただきます。 

 それと、ちょっと具体的なことで伺いますけど、実施計画書27ページに回遊性のある国立駅周辺地

域のまちづくりということが出ているんですけど、これは、以前、私、nonowa国立ＷＥＳＴから南の

富士見通りに伸びていく道路をつくってみてはということで提案をさせていただいておりますが、こ

ういうことは勘案されるんでしょうか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 こちらにつきましては、今、現状、そちらのほうの事業費としては

入ってはいないところでありますけれども、計画して考えていきたいと考えています。以上です。 

○【住友珠美委員】 実施計画は、基本計画の施策を事務事業として明らかにすることと目標の達成

状況を把握することでありますけれども、この計画を立てるに当たって、国立市の財政状況、まずは

これは考える必要があると思うんです。そもそも国立市というのは財政が厳しいのか、それとも改善

されてきているのか、このあたりは、ちょっと私、よく見えてこなくて、現状の財政状況をまずは伺

いたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 実施計画とあわせて中期収支見通しにつきましても先ほど部長から御説明
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いたしましたけれども、2020年度から会計年度任用職員制度というものが始まります。こちらで人件

費がかなり大幅増となります。また、障害者自立支援給付や生活保護費といった扶助費の伸び、また、

高齢化の進展に伴う介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の繰出金、こういったものが伸びて

まいります。また、当然学校の建てかえとか大規模事業等もありますので、起債、あるいは基金の取

り崩し等ございます。そうしたことを考えていきますと、こちらの資料にもありますけれども、財政

調整基金がどんどん今減っていく見込みとなっております。このように、中長期を見ても、これから

先かなり厳しい財政運営を迫られるのではないかと考えておりまして、やはり新規の行政ニーズの対

応とあわせまして行財政改革をしていかなければならないと、そんなことを考えております。 

○【住友珠美委員】 あとでちょっとあわせて言いますけど、次の質疑ですけれども、資料№52の中

期財政収支見通しを見ますと、基金残高、地方債残高の見込みは、財政調整基金残高の見込みが2024

年度からがくっと減っています。これはどういったことなのか、内容を教えていただけますか。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらは、中期収支見通しと、予算特別委員会資料№41もあわせてごらん

いただけますと基金の状況等わかりやすくなっております。2024年度につきましては、この中期収支

見通しのほうの２ページ裏面に、このような普通建設事業を見込んでいますよという表がございます

が、2024年度のところを見ていただきますと、第五小学校の改築、それから南口複合公共施設の整備、

給食センターも始まっている。また、二小の改築も続いているといったところで、かなり大きな事業

が重なっているというところで、ここが基金が減っている原因の１つとなっております。 

○【住友珠美委員】 普通建設事業費として、学校給食センター、あと南口複合公共施設、こういっ

た整備が大きく支出があって、今の課長の御答弁を聞きますと、今の状況では、今後の中期の見通し

を考えると楽観視できるものではないというふうに認識しているということですけれども、特に国立

駅南口複合公共施設整備事業に関しては、これだけ整備事業が重なっていますよね。私、市民やＪＲ

との問題、これはどのようになっているのかと言ったこともありますので、一度見直す必要がある、

こういうふうに思うんですけれども、この点に関してどう思いますか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 南口複合公共施設用地に関しましては、活用につきまして、計画と

してはございますので、そちらのほうに数字としては入れているところとなります。ただ、現状では、

南口複合公共施設用地を含めた南口のあり方につきまして、建設環境委員会でも御説明申し上げてお

りますけれども、ＪＲさん、東日本旅客鉄道株式会社さんと用地の交換の検討の協議ということで、

今協議をしておりまして、協議の議論ですとか協議の中でちょっと整理していきたいというふうに考

えているところでございます。以上です。 

○【住友珠美委員】 わかりました。あと、また第二小学校とか第五小学校の改築事業、これもすご

く大きいところなんですけど、国の補助金は何割ぐらいもらえるんでしょうかね、ここの事業に対し

て。 

○【古川資産活用担当課長】 お答えいたします。金額としては、おおよそ3.5億円程度というふう

に見込んでおります。以上になります。（「１割」と呼ぶ者あり） 

○【住友珠美委員】 今ちょっと不規則発言、１割ということですよね。これ、3.5億円、１割。こ

んな多大な経費がかかる事業ですよね。やっぱり見通し。これは補助金を国に対して申し入れしてほ

しいと要望いたしますが、いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは市長会のほうでも学校教育改善ということで要望しておりまして、

過去に私も当時の佐藤前市長と一緒に文部科学省に行ったこともございます。ただ、やはり国の財政
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状況もなかなか難しいという中で、文部科学省の予算がついてこなかったというところがあろうかと

思いますが、これは教育委員会とも連携しまして、また市長と御相談等もしまして、継続的に訴えて

まいりたいと考えております。 

○【住友珠美委員】 ぜひ、お願いいたします。１割じゃどうなのかな。 

 済みません。では次、実施計画43ページですけれども、ごみの減量と適正管理で、2020年から経常

移行されてしまいますけれども、これは私は納得できない思いなんです。何で政策から外して経常に

移行するのか、経緯をお聞きいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 政策事業も、何年かたちまして状況が落ちついてきましたら経常のほうに

移すという判断のもとで、ここでごみの有料化につきましては経常のほうに移させていただくといっ

た考えでございます。 

○【住友珠美委員】 これはまだまだ検証もされていない段階ですし、実際に本当にこのごみがどの

ぐらいになっていくのか、まだまだ政策予算に入れてきちんとこれは行っていくべきですよ。これは

時期尚早、こういうふうに意見させていただきます。 

 2028年度から工事着工予定となっておりますこの矢川都営住宅との関係で、延期された経緯もあり

ますけれども、地元の住民の方々、または商店の方々は、まちの活性化につながると大変期待されて

いるところです。今の進捗状況、見通しを具体的に教えていただけますか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 お答えいたします。矢川公共用地の整備につきまして

は、現在、2022年度、平成34年度の施設オープンを目途に、施設の基本方針をまとめる基本計画の策

定に向けて取り組んでございます。昨年度策定をいたしました土地の活用計画の段階から、地域の方

の声は丁寧に聞いてまいりました。現在も、基本計画を策定する中で、ワークショップを開き、その

中で、これまでの市民の方の御意見を参考におつくりをした複数のパターンを御提示し、それに対し

て意見をいただく中で、さらにこれをブラッシュアップして、また今月の３月23日に市民意見交換会

を開きますが、その中でも御提示をして、市民の方御自身の御意見が直接プランにかかわっていくよ

うな過程で今取り組んでございます。 

 市民の方からは、イベント時で使用するというのも大切ですけども、日常的に居場所として使用し

たいという声が多数寄せられてございますので、こうした御意見をきちんと参考にしながらプランを

まとめてまいりたいと考えてございます。以上です。 

○【住友珠美委員】 私も、昨年度行われましたワークショップに参加させていただきまして、やっ

ぱり施設を活用した居場所づくりという声と、あと商店街のところの施設の動線をいかにつくってい

って活性化につなげるのかなど、本当に市民の皆さんが真剣にお話しくださっていました。 

 今、課長の御答弁では３月23日にワークショップを行うということですけれども、時間とか、また

さらに進んでいくのか、このワークショップ１回きりでもう終わりなのか、教えていただけますか。 

○【中道富士見台地域まちづくり担当課長】 まずは、市民ワークショップにつきましては、３月23

日の午後２時から４時までの日程です。これは、前回のワークショップが夜間を設定しておりました

ので、市民の方で参加できる方、できない方がいらっしゃいました、その辺のことを考慮してのもの

です。 

 基本計画自体が５月末までに案をつくり上げていくという計画でございますので、ワークショップ

としては３月23日が 後でございます。ただし、パブリックコメント等も実施してまいります。以上

です。 
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○【住友珠美委員】 ぜひ、御意見を 大限に生かして、一緒につくり上げていただきたいとお願い

いたします。 

 それと、39ページになります。先ほど公衆浴場を活用した介護予防事業ですけれども、これは、入

浴券、たしか４回の券を発行していたと思うんですけれども、これを活用して行う事業ということで

よろしいんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 はい……。 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。ほかに。青木淳子委員。 

○【青木淳子委員】 それでは、公明党と資料請求をさせていただきました№25、26、それから№40、

これをもとに何点か質疑をさせていただきます。 

 まず、実施計画の６ページにあります人件費、平成31年度から平成34年度まで人件費の数字が載っ

ておりますけれども、先ほどの質疑の中でも、また御説明の中でもありましたけども、人件費、平成

32年度は７％増。これは会計年度任用職員制度がスタートしているので、期末手当分の増を見込んで

このように３億5,500万円増しているということですけれども、これは資料№25にも出していただき

ましたが、定年退職者数も含めてこのような数字となっていると考えてよろしいでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 中期収支見通しの人件費につきましては、退職者の数も勘案して数字を入

れております。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。資料№40の定員管理計画、これはかなり詳細に人数が、

各部にはどのような定員であるのかというのが年度ごとにおいて書かれています。これを見ますと、

平成31年度の定員数、一番下のほうの欄にあります。定員計が469名。ということは、定員に対して

人数が16人多いというふうに記載をされています。この定員と適正化計画の職員数、これはどういう

考えのもとに定員数というのがあって、また適正化計画の職員の人数が決められるのですかとお尋ね

いたします。 

○【黒澤政策経営課長】 適正化計画につきましては、総数で見ております。総数に関しては、平成

30年度と比べてマイナス４ということで計画を達成いたします。しかしながら、過員の数というのは、

やはり病休者の対応、また育休、産休対応等がありますので、なかなか減ってこないということがご

ざいます。ですから、そのあたり、仮に過員が全くいない状態、全員がフルで働ければこの定員の数

になるといった考え方でございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。さまざまな要因があるので過員はいたし方ないんだろうなとい

うことが理解できました。 

 それですけど、定員管理計画は、平成31年を見ると、事業の３セットとか、進捗状況によって職員

が削減されているのが見てとれます。財政計画では毎年４人の削減をしていくというふうになってい

ますけども、適正化計画には、今後の検討課題として、幾つかこういうことをやっていきたいという

のが載っていました。何か検討は具体的に進んでいるのか、お尋ねいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 やはり定員を大きく減する要因は、これはもう保育の民営化でございます。

また、事業の委託化による人員削減等も考えられます。事業の委託化につきましては、平成31年度予

算で事業の棚卸の予算をつけさせていただいています。こちらで分析を行いまして、誰が担い手とし

て 適か。それは正職員がやるべきものなのか、民間なのか、委託なのかといったところを、担い手

の 適化を行いまして、その中で定員の削減につながるものがあればといったことも考えております。

以上です。 
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○【青木淳子委員】 具体的にぜひ進めていただきたいと思います。先ほど人件費と扶助費の伸びが

とまらないというような発言が課長からありました。人件費というのは、中期財政計画を見ますと、

2019年から2026年、推移はありますけれども、ほぼ変わってないですね。一時ふえていますけど、減

っていない。これはどういう考えでこのような数字が出たのか教えていただけますか。 

○【黒澤政策経営課長】 この出っ込み引っ込みで大きなものは、退職者の数が影響してまいります。

やはり定年退職者が多いと、退職金の額によってかなり出てきますので、基本的には人員は減らし続

けるという方向でこの期間中は見ております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。退職者の人数によってこの数字が出ているということが理解で

きました。国立市の財政、やはり扶助費に次いで多いのが人件費であります。どのように具体的に考

えているのかという、先ほどお話がありましたけども、しっかりと進めていただきたいというふうに

と思います。以上です。 

○【小口俊明委員】 それでは、私も質疑をさせていただきます。実施計画の資料の５ページに財源

調整表、先ほど説明がありました。この一番下のＧの欄のところの説明もあったわけです。ここは、

数字を見ますと、今回、平成31年度、マイナスで6.47億円という数字となっています。これは実施計

画時の差し引き財源不足額という説明でありました。 

 平成30年度の予算特別委員会の資料を振り返ってみました。そうしましたところ、30年度の予特の

資料では、平成31年度に当たるところの数字を見ますと5.34億円でした。約１億円余り不足額が増加

をしているというふうに見てとれました。今回このように6.47億円ということで出してきたところの

背景、そしてまた、この不足額の増というものを当局はどのように判断をし、どのように見ているの

か、その見解を伺いたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 これは歳入面での制度改正による変化ですね。例えば地方消費税交付金が

思ったより伸びてこない。むしろ平成30年に比べて減になる見込みでございます。31年度ですね。そ

ういった歳入面の変化ですとか、また、平成30年の今ごろは、まさか幼児教育が無償化になって、こ

んなスキームでやるとは思っていなかったところでございます。そういった社会情勢、それから国の

制度動向、そういったものによりまして毎年度変化があるというふうに考えております。 

○【小口俊明委員】 消費税の絡みという、そういう答弁もありましたけれども、平成31年度はその

辺に社会的な変化がありますけれど、その辺はどのように見込んでいるのか。 

○【黒澤政策経営課長】 地方消費税交付金でございますけれども、2020年度につきましては満額入

ってくる見込みでございまして、そこについは2.4億円ぐらいの増となるのではないかと見ておりま

す。ただ、ここ数年、東京に対する不利な配分変更等がさまざまございますので、そういったことが

ないことを願っております。 

 平成31年度につきましては、10月に改定があった後に、実際にお金が入ってくるのが12月以降です。

11月30日が、ことし実は土曜日ということがありまして、そうなると、実際の収納日が12月にずれ込

むと。そうすると配分が、31年度の分が32年度に回るといったちょっとテクニカルなこともございま

して、残念ながら減の見込みとなっております。 

○【小口俊明委員】 わかりました。そういう状況ですね。 

 もう一点、資料№52のところ、財政調整基金の数字であります。先ほど他の委員が、2024年度以降

かな、平成36年度以降のところでの質疑をしていらっしゃいました。私は、この2019年度と書いてあ

るところが、これは平成という元号が入っていないですね。2019年度から2026年度までの長期的な見
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通しの中で、徐々に減っていく見込みを立てているというように見てとれます。また途中の急激な変

化もあるというところです。これは、このままでは財調の額が減っていくというところでありますけ

れども、これはこのままでいいのか、あるいは手だてが必要なのか。私は手だてが必要だろうという

ふうに思っているところでありますけれども、市のほうの見解を伺いたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 委員さんおっしゃるとおり、これは手だてが必要でございます。そうしま

せんと、この先、中期収支の以降、早晩枯渇することになってしまいますので、それについては、ニ

ーズに応えながらも、やはり常に財政改革、行革といったものは必要になってくると考えております。 

○【小口俊明委員】 そのためにどのような方針、ポイントで取り組もうとされているのか伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 平成31年度、新たな行財政改革プランをつくろうと思っていますので、そ

の中で具体的に決めてまいりたいと考えております。 

○【関口 博委員】 実施計画をほうで、実施計画を大ざっぱ見る分には、この数値は意味があるな

と思って見ているんですけれども、12ページ以降の事業計画のほうなんですけど、例えば15ページ、

16ページを見ていただくとわかりやすいかなと思うんですけど、これは事業計画で何を見るんですか

ね。佐藤市政の前半ぐらいまでは事業が書かれて事業費が出ていた。その場合は、この事業はこうい

うふうになって、こういうふうになってという変遷がわかるんだけども、今、15、16ページを見ると、

2019年、20年の年度ごとの事業展開というのはほとんど同じで、ただ上の数字が変わっていると。何

の事業ができたか、できなかったのかというのがわからないんですけど、これは何のためにつくって

いるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 平成29年度は、永見新市長のもとで、初めての実施計画ということで、つ

くりを変えてあります。そのときはもっと大ざっぱなものでございました。その際、さまざまな御意

見をいただいて、平成30年度、また改良しておりまして、これは基本計画に合わせて、基本計画の重

点施策になっているものについては施策の展開報告ごとにまとめております。細かい額ではなくて、

この施策にはこの程度の財を投入するといったフレームワークを重視しております。 

 各市見ますと、国立市のようなこういった形、フレームワークを重視しているところと、今委員さ

んがおっしゃったような、もう少し細かいもの等をまとめるところと、半々ぐらいの状況でございま

す。国立市としては、財政フレームとしての性格を重視させていただいていますので、それこそ関口

市政のときに採用していました枠配分予算のイメージで考えていただけれはわかりやすいかなという

ふうに思っております。 

○【関口 博委員】 この表記を見ていて、これで何を表現したいんですかね。これ、要らないんじ

ゃないのかなというふうに思えるくらいに大ざっぱだと思うんですけれども、例えばこの事業費等が

書いてあるけれども、これは細かいものを積み上げていった数字だというふうに考えていいんですか。

どうも表現が違っているんで、これは何の表示なんだかわかんないんですけども。 

○【黒澤政策経営課長】 細かい積み上げは当然ございますけれども、あらわしているのはあくまで

も枠の数字ですので、その中で、こういった事業をやっていくよ、これぐらいの財を投入していくよ

といったフレームを重視しているといったことでございます。 

○【関口 博委員】 先ほど、重点項目のところは重点項目、その後は重点項目じゃないものについ

て書いてあると思うんですけれども、重点項目を挙げて、重点項目はこれですよと。事業費を挙げて、

それの積み上げでこういう事業費になっていますとかいう表示だったらこの表自体に意味があるかな

と思うんだけども、この表自体、例えば15、16の表を見てて、これは意味があるのかというのが、先
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ほどから言っているけど、事業展開のところはまるっきり同じですよね。ちょろっと変わっていると

ころはあるんだけど、これで何を見せたいというのがわからないんですけれども、もう一度説明して

いただけますか。もし必要なかったら、これは要らないと思うんですけどね。 

○【黒澤政策経営課長】 まあ、ちょっとどういうふうに御理解されているのかというのは、これを

もとにきちんと御質疑いただいている委員さんもいらっしゃいますのでそれぞれなのかなというふう

に思いますけれども、施策の展開ごとに、計画の概要には、個別事業、こういった事業をやっていく

よといったものが書いてあります。さらにもう少し年度ごとに具体的に展開していく内容を、その年

度ごとの欄に書いている。たまたまお開きいただいている15、16の子育て環境の充実の展開方向の３

のところについては、ちょっと事業が少ないということで、ちょっとわかりにくいのかなというふう

には思っております。 

○【関口 博委員】 これを見て、説明を聞かなければわからないと言うんだったら意味ないじゃな

いですか。これ、出してくるんであれば、あるいは一般の人たちにも公開するんであるならば、この

事業でこのくらい出ますよというふうに書かなければ、この項目が出てきてから何ですかって聞きに

行くんだったら、市民とか議員がみんな行かなきゃいけなくなるわけでしょう。それってあんまり意

味がないんで、私はもう少し事業費として書くべきだろうというふうに思います。 

○【重松朋宏委員】 それでは、実施計画だけでなく、今度は中期財政収支の見通しも大ざっぱなも

のになっています。都市基盤整備、施設耐震化改修等についての各年度の事業費、起債、一般財源に

ついて公開していたもの、これやめましたよね。これ、関口市政になってすぐの2008年度の予算から

10年間つくってきたものです。枠配分予算を立てつつ、一方で、いつ、何を、どれぐらいの負担で事

業化していくのかという詳細な見通しと、両方二本立てでやってきました。これ、昨年度の予算特別

委員会の資料から公開をやめました。ついに、今度は作成すらもやめてしまった。今回、予算特別委

員会の資料要求の項目に盛り込んだんですけれども、作成してないということで、今回資料には入っ

てきていません。ですけれども、個々の政策の事業費や起債や一般財源で、試算してきちんとまとめ

ていかないと財源調整表や財政計画は立てられるはずがないので、試算してないはずはないと思うん

ですけれども、そこで３つ質疑します。 

 １つは、実施計画と、それから中期財政収支見通しの２ページ裏面の下に、主な新規普通建設事業

が６つだけ掲載されていますけれども、これだけなのか。具体的には南部地域整備計画の10年間の優

先整備路線に位置づけられた市施行の都市計画道路、いわゆる石神井道の南側部分とか、それから都

の10年の優先整備路線に位置づけられた北側の部分、その他、南武線の高架化などは、まず試算に入

っていないということなのかが１つ。それから、なぜ作成すらやめてしまたのか。 

 そして３番目に、こんな大ざっぱなもので、財政条例できちんと位置づけている基本原則、市民及

び議会に対し、財政状況に関する情報を積極的に公表し、透明性の確保を図ることというのは後退し

ているのではないか。こんなことで基本理念にうたった将来の財政責任を持てるのか。以上３点伺い

ます。 

○【黒澤政策経営課長】 ３点、これは全て関連しておりますので、一括でまとめてお答えさせてい

ただきたいというふうに思います。 

 まず、今回の中期収支見直しでございますけれども、見た目は大ざっぱなとおっしゃいましたが、

中身の精緻さというものは、平成30年に出したものに比べてかなり向上しております。これはかなり

積み上げを綿密に行っております。これは、さまざまな人件費から、物件費から何から、積み上げを
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担当者が物すごい時間をかけてやっております。 

 どうしてこういうふうにしたかということでございますけれども、この中期収支見通しですね、こ

こまで出しているところというのは、実は余り多くないです。大体どこも５年ぐらい。実施計画のレ

ベルです。その先を出しているところは余りないんですけれども、研究しております。東京都財務事

務所と意見交換をしたり、それから地方公共団体金融機構というところが、実はちょうど地方公共団

体における財政収支見通しの調査研究というのを出しておりまして、その本などを見まして、他の事

例が多く載っていましたので、そういったものを多く研究いたしました。 

 結果、どうなったかというと、実施計画で起債している４年分の普通建設事業については当然その

まま載ってきますが、それ以降のところというのは未確定要素が多うございまして、多くの市がフレ

ームで採用しております。枠で採用しています。結果、国立市も道路、公園等の整備事業は枠としま

して８億円、公共施設保全につきましては4.5億円、ただし、新規のものでも決まっているものは、

ここに載せてありますとおり、二小、五小の改築ですとか複合公共、それから給食センターというも

のは、もうレールに乗っていますので載せてあります。 

 ですから、御質疑のあった南部地域等につきましては、どこの場所を、どのようにやるかというの

は決まっておりませんので、後半の４年のところは、その８億円の枠の中で今後調整していく、その

ような考え方でございます。決して責任を放棄しているですとか、資料が大ざっぱになったというこ

とではなく、より正確なものを求めた結果、このような形になっておりますので、私どもとしては、

現状ではこれがベストだと、そのように考えています。32年度以降、またよりよいものをつくってま

いりたいと考えています。以上です。 

○【重松朋宏委員】 じゃ、内部でしっかりしているんだったら公開すればいいじゃないですか。公

開しないことには、むしろ意味ないと思いますよ。自分たちはやってますだけでは。以上です。 

○【黒澤政策経営課長】 これは非常に膨大な資料となりますので、予算特別委員会の資料等には適

していないと判断しております。以上です。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで休憩に入ります。 

午前１１時３分休憩 

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

午前１１時１９分再開 

○【大谷俊樹委員長】 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。石井めぐみ委員。 

○【石井めぐみ委員】 それでは、質疑させていただきます。財調も減って、扶助費の伸びがあると

いうことで、年々財政が厳しくなるということは十分わかっているんですけど、ただ、まちづくりと

いうのは、人が楽しく暮らしてなんぼだと思っているので、楽しく暮らすためには、やっぱり歳入も

ふやしていかないと、そういう視点でちょっと質疑させていただきます。 

 事業のほうなんですが、47ページ、商業振興と観光施策の強化と書いてあります。これは強化と書

いてあるんですけれども、年々大分減っていまして、特に平成21年以降、これはＬＩＮＫくにたちも、

国立市フィルムコミッションも支援するというのが書いてないんですね。金額が減っているのは、一

部経常移行する事業もあるということなんですが、あえてＬＩＮＫくにたちとか国立市フィルムコミ

ッションを書かなかったのには何か理由があるんでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。政策予算、経常予算ございますけれども、原局とし
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ては、より充実して実施していきたいとは思っていますが、もちろん年度ごとに、一定期間で、その

ときに評価するという事業もあります。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 そうですね。事業評価って必要だと思うんですけど、特に国立市フィルムコ

ミッションなんかは事務事業の評価のほうでも大変いい評価をいただいていて、これは国立市に役立

つというのもいただいているはずなんですよね。なのにここは書いてなくて、事業費のほうは物すご

く、何だかとんでもなく下がっている感じがするんですが、これは経常移行してくれるということで

すか。そうではない。 

○【黒澤政策経営課長】 済みません、フィルムコミッション事業については、評価は高いといった

ことはありますけれども、市としては、このまま補助金をずっと出し続けていいものかといったとこ

ろを１年１年考えているところでございますので、単年度の計上とさせていただき、また、その以降

については、そのときそのとき判断してまいりたいと考えています。よって、ここには載ってないと

いうことでございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。これ、市のほうの行政財産を使うときにはお金が戻ってくる

ということもあって、ＰＲの効果としては大変大きい事業だと思うので、これは考えていただきたい

というふうに思います。 

 それでは、23ページ、文化・芸術活動の推進と歴史・文化遺産の適切な保護。くにたちアートビエ

ンナーレの支援事業です。ここのところも、フレームだけということなのかもしれないんですけど、

毎年毎年その500万円というお金が出ているんですね。これだけ書いてあるんですけど、この方式で

そもそもいいんですかね。使いやすいんですか、これ。500万円ずつで、２年に１回、1,000万円を使

うみたいな形になっているんで、これでそもそもいいのかというのがちょっと疑問なんですけど、こ

れは誰がお答えしてくださるんでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 お答えいたします。くにたちアートビエンナーレ事業は、2020年、それと

2022年で基本的には本祭を開催するんですけれども、実際今まで２年間行ってきた結果、やはり事前

の準備の費用というものもある一定程度必要だということで、今回は500万円ずつという形で、総額

1,000万円は変えません。で、500万円ずつで行っていくというふうにしております。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 お金が毎年かかっていくのは、その実施時期と違ったところにお金がかかっ

ていくというのもとてもよくわかるんですけれども、ただ、こうやって単年度でもってこういうふう

に出していくというのが本当に使いやすいのかどうかという、これですよね。だから、私なんかは、

逆にこれは基金にどんどん積み立てていって、使いやすいときに使えるようにするみたいな形にする

ほうがいいと思っているんですけれども、ここは考え直していくような、そんな思いというか、計画

はないんでしょうか。 

○【宮崎教育次長】 こちら、くにたちアートビエンナーレを支援するに当たりまして、当初は500

万円ずつ単年度ごとにということで組み込んでおりました。それを、財団と協議する中で、事業実施

年度に1,000万円というほうがいいだろうという形でやってきたんですけれども、前回プレー・ミー

を行うに当たっては、やはり準備年度に結構な費用がかかると。そのことをもって財団とよくよく協

議する中で、やはり単年度ごとに準備費用も含めて補助金を支出してほしいというような意見もあり

ましたので、今回はこのような枠組みにしてございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 実は、その使ったお金の中で余ったお金をまた返していただいているみたい

な話も聞いていたんですけれども、だとしたら、これはちゃんと……。（「使い切りは……」と呼ぶ
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者あり）だから使い切りにしないで、むしろ基金のような形にして、きっちりと使えるところに、使

いたい瞬間に使っていくみたいな形にしたほうがいいと思うんですけど、これはできないんでしょう

か、それとも考えていただけるんでしょうか、こういうやり方というのは。 

○【伊形生涯学習課長】 今の内容ですけれども、確かに事業費補助金の場合は余ったら返還をして

いただきますけれども、ここの部分につきましては、昨年の６月議会でも御報告させていただきまし

たとおり、くにたちアートビエンナーレ事業の預金というものがございますので、そういったところ

に入れていくとか返還していくというのは財団と協議していきたいと思っております。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 これからどういうものを行っていくか、まだ決まってないと思うんですね。

彫刻をずっとやっていくかどうかもわかっていないと思うので、ここはしっかり考えて、市民の意見

を聞きながら進めていくという点でも、お金はぜひ使いやすいような形にしていただきたいと思いま

す。 

○【藤江竜三委員】 じゃあ、35ページをお願いします。35ページの女性パーソナルサポート事業

（2021年度事業評価）というふうになっているんですけども、ほかの資料でも試験的に実施すること

とし、随時見直しを行うというふうになっているんです。この事業、確かに試験的な事業で、じゃあ、

明確にどこが合格点で、どこが不合格なのかというところは設けているんでしょうか。 

○【吉田市長室長】 こちらの事業につきましては、他市になかなか類似のない事業だというふうに

捉えております。今、国のほうでも、女性の新たな支援策については検討しておりまして、また新た

な制度構築というものが見込まれるというような可能性もございます。市としては、少しそれに先駆

けてこの女性パーソナルサポート事業を実施しておりますので、実際にはどれぐらいの利用者がいる

のか、また、国との制度で補完できるものがあるのかということも含めて、2021年には事業評価をし

たいと、そのように考えてございます。 

○【藤江竜三委員】 でも、そこで自分たちとしては何人ぐらいの方を救っていきたいとか、これぐ

らいは見込めるだろうというものは主体的に持っておくべきだと思うんですが、そのあたりは具体的

に考えてはいないんでしょうか。 

○【吉田市長室長】 こちらの女性パーソナルサポート事業、２つの事業の側面がございまして、１

つは今後の生活の拠点をどのように考えていくか。従来の女性支援におけるセーフティネットが機能

していない、それが利用できない女性の方が多くいらっしゃいます。私どもとしては、年間通じて大

体10名ぐらいの方が公的な支援に結びつかないと。ですので、まずこの事業につきまして、当初の目

標としては、その人数の方たちに適切な支援ができるようにということで１つ考えたいと思っていま

す。 

 また、パーソナルサポートですので、自立支援につきましては、もう少し人数は多く考えておりま

すが、それは現状、支援の状況を見ながら進めていきたいと考えております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 わかりました。とりあえず年間10名ぐらいは救っていけるのではないかと考え

ているということですね。 

 それでは次、47ページの起業支援セミナーについてなんですけども、私も起業支援とかはどんどん

やっていったほうがいいんじゃないかということで、こういった予算もついてよかったなというふう

に思っていたんですけども、今、市でエフビズを検討しているということで、事業が重複するとなる

と、こういったところは、私としては、こういうのもあってもいいとは思うんですけど、どっちかを

取って、片方はカットしていくということもやっていくべきだなあというふうに思うんですけども、
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そのあたりについては、事業を統合していくとか、移しかえていくということもあり得るのか。実施

計画では2022年度までになっているんですけど、そのあたりの御見解を伺っておきたいと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。今、エフビズの話がございましたので、今月ですか、

小出センター長の講演会をやらせていただくわけでありまして、皆様方には……。（「日にちと場所

を言わなきゃだめだよ」と呼ぶ者あり）済みません、聞いていただきましてありがとうございます。

（「日にちと場所を言わないとわからない」と呼ぶ者あり）これに関しましては、導入できるかどう

かというところがありますので、その先、導入したらスクラップ・アンド・ビルドをどうするかとい

うところまで、ちょっと今考えには至らないというところが正直なところで、もちろん導入されれば、

当然全体の見直しとかというのは日ごろからもやっていく必要があるというふうに考えております。

以上です。 

○【藤江竜三委員】 まあ、たらればなんで、その点は、実際に行うときには結論を出せるようにし

っかり考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、予算特別委員会の資料№52とか見ると、実施計画時差引財源不足額

（Ｉ欄）、ずっと赤字といいますか、こういうような形であります。毎年度これを見ているから、そ

んな心配は今までしてなかったんですけども、結局、決算をやると財調がふえていたり、臨財債は発

行しなかったりということで、いいのかなあと思いつつ、しかし、この数字を見ると、やっぱり何と

かしていかなきゃいけないなと思うんですよね。 

 その中で、先ほどから保育園民営化だとか変な話が出ていましたけど、やはり私は大きい土木事業

をしっかりと精査をしていく必要があるだろうと考えていますので、国立駅南口はそんなにいっぱい

やらなくていいんじゃないですか。旧駅舎の復原もすると。で、ＪＲさんとうまいぐあいに土地の交

換をして活用していくわけですから、もうそのあたりでいいかなと思っているんですよね。南口のロ

ータリーだって、一般質問で何か答弁ありましたけど、関口市政のときつくった計画とは違いますよ。

あれは本当に交通量等ね、ちょっと省略しますけど、全然違って。今はあの計画とは全く違いますか

ら、それだったら、南口のロータリーの変更だとか、東第１号線の一通とか、これはもうやめたほう

がいいんじゃないですか。どうですか。 

○【町田工事担当課長】 国立駅周辺道路等整備計画につきましては、平成21年度策定いたしました

国立駅のまちづくり基本計画に基づいて、平成26年に策定いたしました計画でございますので、それ

にのっとって現在進めているところでございます。したがいまして、順次、北口、その後南口と続い

て進めていく予定となっております。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 財政が不足しているから、健全化に対してどうしようかと言っているときに、

計画にあるから、じゃあ、見直しもしないでやっていきますという話にはならないでしょう。何で保

育園民営化とか、学校の給食のほうだけいろいろ今後検討したりするんですか。どうして市民の賛成

を得られてないものがずっと残るんですか。おかしいじゃないですか。 

 先ほど政策経営課長、健全化に対する方針を今後つくっていきたいという話がありましたけど、次

やるときはぜひ国立駅周辺まちづくりも入れてもらいたいですよ。どうですか。 

○【黒澤政策経営課長】 この間、これまでもそういった御議論はありました。153億円みたいな話

もあったんですけれども、一般財源というものがやはり違う。確かに、道路工事、普通建設事業とい

うのは、事業費は大きく見えますけれども、一般財源で見ますと、それほど大きくないということが

あります。これは予算特別委員会資料№53にも出させていただきましたけれども、一般財源ベースで
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見れば、実は土木費は教育費よりも割合は少なくなってまいります。ですから、そのようなこともあ

りまして、今回の実施計画を見ていただいても、一番一般財源を投入しているのは子供と教育の関係

でございますので、たしか土木の関係は３割に満たない一般財源だと思います。ですから、そのあた

りも勘案しながら、今後、財政運営を考えていきたいと考えております。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 いや、そんなこと聞いてないですよ。国立駅周辺まちづくりも入れるのか入れ

ないか聞いているんですよ。 

○【黒澤政策経営課長】 行財政改革プランというものになりますので、実際どういった行革、ある

いは財政の健全化をやっていくといったものになります。ですから、例えばこの事業をやめると言っ

たときに、手法の見直し等はあるかもしれませんけれども、全体として、今ここでそれを入れるか入

れないかといったお答えはできないかなというふうに考えております。 

○【藤田貴裕委員】 市長、どうですか。 

○【永見市長】 行財政健全化プランと普通建設事業をどうバランスとるかというのは、これから検

討する内容で、単品で、今ここでそれをやめるとかやめないかという議論のステージではないという

ふうに考えております。 

○【藤田貴裕委員】 いろいろ起債とかして、結構その後はね返ってくるわけですよ、経常収支比率

その他に。一般財源だけで見れば、それは少ないかもしれないですよ。 

○【永見市長】 私は、この表を見て、先ほど別の委員にも申し上げたんですけど、起債の残高を見

ていただきますと、年々減っていく。１人当たりの起債残高が減っていくということですよね。そう

すると、経常収支が上がるということは、普通建設をやった起債は経常収支の押し上げ要因になって

いかない。扶助費とか人件費、ここがポイントだということを踏まえながら、どういうふうに考えて

いくかということをプランニングしていきたいと思います。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、予算特別委員会資料№52の中期財政収支見通しのところから質疑

させていただきたいんですけれども、他の委員も多く質疑されていますし、重なるところは除いて質

疑したいと思いますが、財政運営判断指標の見込みといったことで、これは国立市独自で、決算のと

きに使う４指標ではなくて、よりわかりやすいということで、財政のほうでしっかり頑張ってくださ

ってつくっていただいているという認識でおります。 

 その中で、指標の目標値というのももちろん設定してくださって、１年後ぐらいの違いでたしか設

定してくださったと思いますが、実際これを見てみますと、今市長の答弁にもありましたけれども、

達成しているのは地方債残高人口１人当たりの地方債残高19.9以下のみですよね。あとのところにつ

いてはもう大幅に超えていってしまっている現状で、この目標値を目標値として定めるのはすばらし

いことだと思います。これに向けてというのは。ただ、その前の段階、より近い目標とまでは言いま

せんけれども、ここまではクリアしましょうとかっていう具体的な数値です。今回この中期財政見通

しを見比べてみても、特に平成30年度のものと見比べると、相当精査されたのかなというふうな思い

があります。 

 その中で、じゃあ、この目標値、そのままでいいんですかということだと思いますけれども、どう

考えていらっしゃるのか、まずお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 この目標値は、どこに定めるのかというのが実は非常に難しかったという

か、難しいことでございます。中央線沿線市といったところ、かねて委員よりも御提案いただいたこ

とがありまして、実際に置いてみますと、やはりこれは武蔵野市、三鷹市が牽引しまして、ちょっと
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目標というところにならないといったことがあります。 

 また、単年度収支といったような実額が出てくる目標値の場合には、財政規模が違いますと全然比

較することができないので、そういったことで、平成29年度につくったものは類似団体を置きました。

そうしたところ、当時、類似団体が９市あったんですけれども、今、総務省の定義の変更がありまし

て、類似団体は４市になっています。これが稲城市、あきる野市、狛江市、国立市です。そうします

と、類似団体にすると、今度は国立市が頭一つ抜けてしまうんですね。そういったことから、平成30

年度以降、26市平均を置いているといった事情があるんですけれども、今御指摘いただいたとおり、

それでも実態としてどうなのかというのはありますので、このあたりについては、なお一層検討して

まいりたいと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。財政の面についてはしっかりと検討していただくといったこ

とで、理解をいたしました。問題は、財政の角度でこうやってきっちり数値を出すことはとても大事

だと思います。特に８年後まで目指してどういうふうになっているのかというのは、先ほどからあり

ましたように、行財政改革プランをつくる上でも絶対大事だと思うんですね。ただ、これが現場にお

りていったとき、事業化されていったときに、現場の職員さんたちが、じゃ、これだけ緊縮していか

なきゃいけないから事業の展開ができませんよ、あるいは新しい発想が生まれませんよとなってはい

けないと思うんですけれども、これはどういうふうに職員さんの中で共有されるのか、また、新しく

取り組みをされていく中ではどういうふうな評価をされていくのかをお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これはかねて重松委員からも、職員とか市民に浸透してないだろうといっ

たお話がありました。確かに、これ、見通しは、予算特別委員会の資料にしかまだ出しておりません。

庁内周知とかはこれからですので、おそらくほとんどの職員が理解をしていないだろうというふうに

と思います。財政の研修等も行っておりますので、そういったところで職員に対しては理解を進めて

まいりたいと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 そこの理解が大事だと思うんですね。財政の角度でこの数値を出すのは理解

いたします。１つのお家の家計の中で考えたら、ここから先、教育費はどれくらいかかるのかなとか、

これから先、病気になったらどうするのかなというのを考えるのは当然のことだと思いますので、こ

れから先のことを考えるのはいいですけども、その中で、じゃあ、どうやって具体的に事業を進めて

いくかというのは各課にかかっているわけですよね。これを一発ぼーんと出しちゃうと、余計にびび

るというか、できないんじゃないかという可能性を感じてしまうと思うんですね。それをどう解決す

るのかということをお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 原局は、やはり自分たちは自分たちのセクションの中でやるべきことを考

えて予算というものは計上してまいります。それを 終的に分配していくというのは、我々取りまと

め側、また理事者等の仕事になってまいりますので、そこについては、原局については特段物おじす

ることなくこれまでも出してきているんじゃないかと。あとは、どういうふうに配分していくのかと

いったところは、我々と理事者の考えでやっていくところだと思います。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。そうしましたら、財政のほうでばっさばっさ切らないで、し

っかりと精査をするということを要望したいんですが、いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 当然これはバランスを考えてやっておりますので、そのようにしてまいり

ます。 

○【上村和子委員】 ５分しかありませんのでね。私は、この実施計画を策定するときに、庁内では
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膨大な資料とか、いろんな手順を踏んでいると思うんですけど、議会に出す資料としては不完全だと

思っているんです。根本的に間違っている。膨大に集まったところの何を議会に出してくるか。私た

ちが知りたいのは、基本構想に基づく基本計画があって、基本計画が実施計画に移ったときに、それ

を単年度予算にどうつなげていくかという道筋が知りたいんですね。ですから、総括も知りたいわけ

ですよ。昨年の実施計画とか、今までの積み重ねの第１次基本計画の８年分。そのうちの４年が終わ

ろうとする。中間まで、どこまで行ったのかとか、そういったことが議会としては知りたいわけです。

何も財政計画を知りたいわけじゃないんですよ。だから、これ、片落ちだというふうに思う。やって

いるんだから、もっと議会に出す資料のあり方を工夫されたらどうでしょうか。 

 その中で、私は、実施計画を策定するに当たって、大もとにある基本構想の中の、基本計画の中の

何が実施計画に盛り込んでいったのか、どんな視点で重点施策になったのかという、全部調査してい

るんだから、そこを入れてください。そうしないと経年で見られていかないです。体系的にわからな

いです。国立市が一体何をしたいのかがわかってこないわけ、単年度に向けて。実施計画って理念的

な基本計画と単年度の予算の橋渡しじゃないですか。だから、どう橋を渡すのか。それは去年の今ま

でのもしかしたら中期計画なんか見直さなきゃいけない可能性も出てくるわけですよ。そういう皆さ

んたちがやってきた苦労が見えてくるような資料をもう一遍議会に出す資料として見直されたらどう

かというのを、どうですか、来年に向けてでいいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 今おっしゃったことを、基本計画の進捗は、施策の評価ということでやっ

ておりまして、そのあたりとうまくリンクさせて、何かわかりやすいものが今なんかなというのは、

ちょっと考えてまいりたいというふうに思います。 

○【上村和子委員】 そうやると、単発施策を聞かなくて済むんですよ。実施計画の意義ってあるか

ら。そのときに、私がやっぱり知りたいのは、ソーシャルインクルージョンというのがどこにも出て

こないなと思ったんです。基本構想にも基本計画にもあるのに、ソーシャルインクルージョンという

政策共通認識というか、課題が出てこないんです。だから、全ての施策を、どこの根底、土台をつく

っていくかというのは、既に基本計画には入っているわけですよね、４指標ぐらい。だから、そうい

った政策共通認識、全ての皆さんたちが800施策をつくるときに、全ての施策で配慮すべき政策共通

課題、認識というものは、ソーシャルインクルージョンとか、ほかにもあるかもしれない。そういっ

たことの絞り込みというのはできていたんでしょうか。できているんだったら、これを書いたほうが

いいと思うけど、どうですか。市長、いかがですか。 

○【永見市長】 ソーシャルインクルージョン、あるいはまちづくりの理念、人間を大切にするとい

うことを基本構想でも掲げていますし、基本計画でも掲げています。そのことを全てのベースにして

事務事業を組み立てる、施策を組み立てるということをやっておりますので、ソーシャルインクルー

ジョン単体で事業が出てくるという構図にはなっておりません。 

○【上村和子委員】 私、どうもこの実施計画はわかりづらいなあと思っていて、ほかを見たときに、

全ての政策の共通課題と言って共生社会とか書いているところがあるんですよ。共生社会とか、市民

協働とか、環境とか、安全とか、大きな柱に基づいて、それは全ての施策の根底になきゃいけないと

言って施策を点検してもらっているんですよ、全課長に。だから、そうしないと連携できないじゃな

いですか。全庁的に、全ての施策の根底に市長は人権があると言ったんだから。そうしたら、全ての

施策を人権のソーシャルインクルージョンに基づいて、それに配慮した施策が出てこなきゃいけない

じゃないですか。そういう表現がないということですよ。だから、そういう方針がないということで
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す。 

 だから、そういったことがないと、国立市の実施計画の政策共通課題が何なのかというのが、政策

というのは全部ですよ。皆さんたち全課長がいますけれど、自分たちが施策を点検するときに、人権

の視点で自分たちの施策を見てくださいという指示のされた方をしたかということですよ。そういう

方針を出さなきゃいけないと思うんだけどという話です。 

○【黒澤政策経営課長】 行政経営方針には、全施策に共通すべき理念として人権の尊重……。 

○【望月健一委員】 実施計画の35ページ、36ページ、人権・平和の推進に関して質疑いたします。

戦争体験継承事業に関して質疑いたします。原爆、そして東京大空襲の伝承者の試み、大変すばらし

いものだと思っております。私、特に原爆の伝承者の試みに関しましては、私も参加させていただい

て、若者が既に伝承者となってそういった活動をしていることを大変評価をいたします。 

 たしか公民館で行われました伝承者のイベントに参加させていただいたとき、市民の方で約90歳の

方が御参加をされておりました。特攻隊で予科練の方だったそうです。その方に若干お話を伺います

と、いわゆる伏龍という潜水服を着て、やりの先に機雷をつけて、それで船を撃沈するという訓練を

された方がいらして、その方が道具が悪くてねという話をされていたんですけども、その方は90歳で

す。そういった戦争を直接経験した方が徐々に減ってきたと思うんですね。ここの機を逃してしまう

と、もうそういった経験は失われてしまうと思うんです。より広く市民の方の経験を集めて、アーカ

イブ化、また伝承活動を行う必要があると思っていますが、当局の考えを伺います。 

○【吉田市長室長】 この平和事業につきましては、戦後74年経過する中で、刻々と戦争体験者の方

が少なくなっているという現状を、私どものほうも理解しております。 

 市のほうのイベントに参加される方の中では、御自身も体験されたという方の声も私たちも多く聞

いておりまして、その中では、自分もやはり語りたいんだというようなお声も、切実なものをいただ

いております。何かそういったものをできないかということは常に考えておりまして、先ほどのお話、

90歳の方でも、まだしっかりとお話しされる方も多くいらっしゃいますので、今後、また平和事業に

向けては、何かできないか検討してまいりたいというふうに考えます。 

○【望月健一委員】 ぜひともよろしくお願いいたします。これも大変評価しております。 

 じゃ、次なんですけども、実施計画の15ページだと思いました。地域ぐるみでの子育ち支援、あり

のままの自分でいられる場所づくりの中で、子ども・若者支援に係る目標及び対策を定めた計画及び

ひきこもり当事者の支援プログラムを策定すると2019年度はありますが、具体的にはどういった中身

なのか教えてください。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの実施計画の内容につきましては、まず子供の貧困対策。こちら

につきましては、ひきこもりの問題等も一体的に検討していくということで、現在、庁内のほうで子

ども・若者支援連携会議というものをもって今検討しております。その中では、現在の対症療法的な

取り組みですね、経済的な視点、こちらも当然進めていく必要はございますが、一方で、中長期な視

点として教育的な支援ですね、こういったものを進めていく必要があるだろうと。貧困の連鎖を断ち

切るという観点を持って進めていく必要があるだろうというところで、今検討を進めているところで

ございます。こちらにつきましては、教育委員会と連携しながら、今後、具体的な施策の展開を考え

ていきたいと考えております。以上です。 

○【望月健一委員】 その中で、教育委員会と連携する中、教育的な支援を行っていきたいという御

答弁がありましたけど、具体的に何か考えているものは現在のところございますか。 
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○【山本子育て支援課長】 この教育的な支援に関しましては、現在もさまざまな団体のほうで行っ

ていただいております学習支援、まずこういった取り組みが１つあるかと思います。 

 また、今子ども家庭部のほうで進めておりますが、幼児教育の取り組みなどもございますので、そ

ういったさまざまな施策、こういったものをいろんな観点から検討して進めていきたいというふうに

考えてございます。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。まずは評価をさせていただく一方で、さまざまな地域

の活動をされている市民の方からも御指摘を受けるんですけど、やはり予算上の裏づけが必要だと思

います。予算的には、2022年までの２カ年。2019年は1,430万円ですけど、それから1,090万円ほどと

なっておりますが、そのあたり、予算上の裏づけはどうお考えになりますか。 

○【山本子育て支援課長】 子ども家庭部のほうで、平成31年度子ども・子育て支援事業計画の見直

しを行ってまいります。まずその中で、子供の貧困、ひきこもりに関しまして、子ども・若者の計画

として、１つ明確なものを示していきたいというふうに今検討しておりますので、その中で、予算と

いったところに関しても同時に考えていきたいと思っております。 

○【望月健一委員】 永見市長は子供の貧困に対しては常々おっしゃっておりますので、ぜひとも、

そのあたりも全体として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す。以上です。 

○【渡辺大祐委員】 それでは、今回の審査の議論を進めていく上での大前提ということで、１つ確

認をとらせていただきたいと思います。実施計画のまず１ページ目、大きな３の(4)のところに、

「平成31（2019）年度国立市行政経営方針」に基づいて、事業を厳しく精査した計画とする。 

 そして、その行政経営方針、2019年度のものを拝見しますと、21ページに、実施計画の策定につい

てというところで、もろもろ考え方が御紹介されています。もちろん、この意気込みというか、考え

方は歓迎すべきものなんですけれども、ここでうたわれているものが本当にできているのかどうかと

いうのは、これは実は我々が質疑をさせていただいて、その質疑に対していただく答弁の内容、これ

で判断するしかないというふうに思っています。 

 そういったことも踏まえて、今私が紹介をさせていただいた、当局から出していただいている資料

にうたわれているものと思いますが、まずそういったところに関して、明快に納得できる答弁をいた

だけるという前提で議論を進めてよいのか、まずこのことを確認させていただきたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 御納得いただいた上で進めていただいて結構だというふうに思っておりま

す。 

○【渡辺大祐委員】 もちろん、重箱の隅をつつくような話がしたいのではなくて、結局、この行政

経営方針にうたわれていることをやっていくためには、時には定量的でも定性的にも成果指標はどう

いうものを基準にしてこの事業はやっていくべきだと考えたんですかという話が間違いなく出てくる

と思いますし、今までも既に出てきてるかなというところがあります。 

 ここで、１つの実施計画というものをまとめる中でのプロセスに、どこまで期待を寄せられるのか

どうかというものが図られるものになるという中で、今、黒澤課長がほとんどのものをお答えいただ

いている部分になりますけれども、やっぱりそのあたりは、日程を追うにつれて、全ての課長の皆さ

んに御期待を申し上げたいところかなというふうに思います。 

 それでは、先ほど来、財調をもとにした質疑が展開されていまして、長期的には厳しいと。枯渇し

ていくと。そのためには、新たなプランをつくって、そこで示していくよというような中で、もう一

点は、人件費、扶助費などの経常的な費用はふえていくだろうと。この見解自体は私も異論はありま
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せん。かつ、政策事業、費用の中で、小学校とか、給食センターとか、そういう改修、建てかえとい

った事実上の経常費みたいなものが政策費用の中でどんどんふえていかざるを得ないだろうという状

況の中で、より人に対する事業というものは切迫されていくんだろうというふうに思います。 

 私が今まで展開してきたスクラップ・アンド・ビルドというのは、いわゆるポジティブな、自分で

どうにかできる選択と集中という意味合いを持っていましたけども、環境の変化に応じて出費が出て

こざるを得ない。そういう一種のネガティブな選択と集中を迫られていくという意味で、やはり今後

の事業の展開の仕方というのは考えていかなければいけないと思っています。 

 そういったときに、例えば政策費用はただでさえ少ないのに、もっと少なくなってきますよ。それ

に応じた事業数に落ちつかざるを得ませんよと言うのか、もしくは、臨財債などを視野に入れて、借

り入れはするけれども、事業は一定のボリュームで確保していくよというような意味合いでの市のス

タンス、どういったものなのか教えていただきたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 実施計画をローリングしてつくっているところは、まずそこに意味があり

ます。ことしつくったもの、新年度つくったものというふうにローリングしていく中で、変えていく

ものは変えていく、予算が足りなければ見送る、削減する、あるいは行革をしていくといった形にな

ります。ですから、その先については、中期の見通しの中では、道路とか、そういった枠で組んでい

るというのも、そういった意味があります。枠でこの程度はひとまず確保する。その中で優先度を決

めてやっていこうじゃないかと。今この時点から、その先の優先度まで決められないので、実施計画

の４年、５年以降については枠で見て、フレームとしては確保して、優先度はその中で判断していく

と、そのようなことを考えております。 

○【渡辺大祐委員】 確かに、おっしゃるとおり、時の例えば政治というか、住民の意思表示によっ

て状況は変わってきますし、先のことを決め切れないというところはありますけど、やっぱりこの単

年度、数年程度のローリングで、どうにもできないということが今現状見えてしまいつつある。だか

ら財調も、ここ数年はもっていかないだろうという中で、将来の見込みと現状建っているところを踏

まえてお出しいただいている資料だと思いますので、私は、もろもろ指摘がある中で、 大限の資料

を出していただいているのかなというような認識で今後の議論を展開させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○【大谷俊樹委員長】 以上で、2019年度から2022年度（平成31年度から平成34年度）までの実施計

画に対する質疑を終了いたします。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午前１１時５４分休憩 

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

午後１時再開 

○【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(1) 第１６号議案 平成３１年度国立市一般会計予算案 

○【大谷俊樹委員長】 第16号議案、平成31年度国立市一般会計予算案を議題といたします。 

 まず、歳入全般について補足説明を求めます。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、歳入予算案につきまして、一括して補足説明をさせていただき

ます。 
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 平成31年度歳入予算案の総額は304億6,500万円で、平成30年度当初予算に比べ、額で10億1,189万

5,000円、率で3.2％の減となっております。減となった主な要因は、都市計画道路３・４・10号線用

地買収費などの普通建設事業費の減に伴い、国庫支出金や市債が減となってことによるものでござい

ます。 

 それでは、歳入予算案の主な内容について御説明いたします。なお、以降の増減額、増減率につい

ても、平成30年度当初予算との比較になっております。 

 予算書の20ページをお開きください。款１市税につきましては、平成30年度の決算見込み及び税制

改正等に留意して積算した結果、額で9,723万5,000円、率で0.6％増の150億7,759万6,000円を計上い

たしました。このうち市民税につきましては、個人分は額で6,004万9,000円、率で0.9％増の70億

3,326万9,000円を計上いたしました。法人分につきましては、額で3,648万円、率で6.2％減の５億

5,431万4,000円を計上いたしました。 

 固定資産税は、額で7,405万9,000円、率で1.3％増の57億7,345万5,000円を計上いたしました。こ

のうち純固定資産税につきましては、平成30年度決算見込み等に基づき積算し、額で6,868万円、率

で1.2％増の55億7,940万5,000円を計上いたしました。 

 22ページの軽自動車税は、税制改正の影響を見込んで、額で209万9,000円、率で4.7％増の4,674万

5,000円を計上いたしました。 

 市たばこ税につきましては、額で1,475万7,000円、率で3.7％減の３億8,635万3,000円を計上いた

しました。 

 都市計画税は、額で1,226万5,000円、率で1.0％増の12億8,346万円を計上いたしました。 

 市税につきましては、以上のとおりでございます。 

 次の款２地方譲与税につきましては、額で723万円、率で6.1％減となる１億1,177万円を計上いた

しました。 

 款３利子割交付金につきましては、額で200万円、率で9.1％増となる2,400万円を計上いたしまし

た。 

 款４配当割交付金につきましては、額で1,600万円、率で14.8％増となる１億2,400万円を計上いた

しました。 

 款５株式等譲渡所得割交付金につきましては、額で2,100万円、率で21.0％減となる7,900万円を計

上いたしました。 

 款６地方消費税交付金につきましては、額で5,400万円、率で4.1％減となる12億6,000万円を計上

いたしました。 

 款７自動車取得税交付金につきましては、額で3,500万円、率で52.2％減の3,200万円を計上いたし

ました。 

 款８環境性能割交付金つきましては、平成31年度から創設された交付金で、1,000万円を計上いた

しました。 

 24ページの款９地方特例交付金につきましては、幼児教育無償化に係る子ども・子育て支援臨時交

付金の増等により、額で１億4,808万7,000円、率で344.4％増の１億9,108万7,000円を計上いたしま

した。 

 款10地方交付税につきましては、額で１億700万円、率で248.8％増の１億5,000万円を計上いたし

ました。このうち普通交付税は5,000万円、特別交付税は１億円を計上しております。 
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 款11交通安全対策特別交付金につきましては、額で100万円、率で10％減の900万円を計上いたしま

した。 

 款12分担金及び負担金につきましては、保育所運営費利用者負担金の減等により、額で7,420万

8,000円、率で20.2％減の２億9,375万2,000円を計上いたしました。 

 款13使用料及び手数料につきましては、収納廃棄物等処理手数料の増等により、額で4,572万2,000

円、率で6.9％増の７億1,075万5,000円を計上いたしました。 

 26ページからの款14国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金や保育所等整備交付金の

減等により額で１億6,597万7,000円、率で3.1％減となる51億8,235万1,000円を計上いたしました。 

 28ページからの款15都支出金につきましては、子どものための教育・保育給付費負担金の増等によ

り額で7,836万6,000円、率で1.7％増となる46億446万8,000円を計上いたしました。 

 少し飛びまして、34ページの款16財産収入につきましては、国立駅南第２自転車駐車場用地の売却

完了に伴う不動産売り払い収入の減により額で３億8,550万2,000円、率で75.5％減となる１億2,484

万1,000円を計上いたしました。 

 款17寄付金につきましては3,000円を計上いたしました。 

 款18繰入金につきましては、道路及び水路の整備基金繰入金の減等により額で５億2,075万2,000円、

率で36.2％減となる９億1,829万5,000円を計上いたしました。 

 36ページの款19繰越金につきましては２億円を計上しております。 

 款20諸収入につきましては、額で2,846万円4,000円、率で15.0％増となる２億1,838万2,000円を計

上いたしました。 

 後に、40ページの款21市債につきましては、道路整備事業債の減等により額で２億8,010万円、

率で19.7％減となる11億4,370万円を計上いたしました。 

 以上が一般会計歳入予算の主な内容でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【大谷俊樹委員長】 補足説明が終わりました。 

 それでは、提案説明に対する総括質疑と、一般会計予算案のうち歳入全般を一括して質疑を承りま

す。なお、質疑、答弁の際、年度については平成30年度、31年度というように、数字ではっきりとわ

かるように発言をしていただきますようお願いいたします。 

 また、質疑時間には制限がございますので、委員の皆様には簡明な御質疑をしていただき、説明員

におかれましては明確かつ簡潔に御答弁をされるよう、特にお願いをいたします。 

 それでは、質疑を承ります。住友委員。 

○【住友珠美委員】 よろしくお願いします。毎年お聞きしているところなんですけど、昨年度に引

き続きまして、まず市税収入について伺います。 

 平成31年度予算書の20ページで、市税の全体では平成30年度が149億8,036万1,000円、構成費で見

ますと47.59％、平成31年度は150億7,759万6,000円、構成費は49.49％で、9,723万5,000円の増額に

なっています。この内訳を見ますと、個人市民税、固定資産税がそれぞれ増収と見込まれていますし、

法人市民税は減収を見込んでいますが、このことに対してどのような分析をされたのか、まず分析を

された経緯を教えていただけますか。 

○【山田課税課長】 まず、個人市民税6,000万円ほどの増となってございますが、こちらは今ちょ

っと話題になっているので申し上げにくいんですが、毎月勤労統計調査と、あと課税状況調査、それ

から国立市の決算状況、こちらを加味いたしまして、給与収入が伸びてございまして、その伸びを
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4.9％と見込んでございます。 

 また、平成31年度は合計所得金額1,000万円超の方の配偶者の控除の見直しがございまして、そこ

の分の増収は3,000万円ほど見込ませていただきまして、合わせて6,000万円程度の増収と見ました。 

 法人市民税でございますが、こちらのほうは、均等割は会社の異動というのが余りないので安定し

ていますが、法人税割といいまして、収入に関して課税される部分が平成30年度から落ち込みまして、

30年度決算見込みを勘案して、要は予算からは3,600万円ほど減額しているんですけれども、決算見

込みと同額を計上させていただいたところでございます。 

 固定資産税につきましては、土地に関しましては非住宅用地や生産緑地から住宅用地への変更等に

よる増減はございますが、両方を勘案いたしまして1,000万円程度の増収を見込みまして、家屋に関

しましては大規模建築物による増とかは今のところ見込みはないのですが、30年度の決算見込みから

新築や増築による増収がございまして、そちらのほうを6,000万円程度増収と見ました。 

 償却資産に関しましては、当然大規模建築物はございませんが、例年並みの新規減額を考慮いたし

まして、0.5％程度の増を見込んでございます。 

 以上、総合いたしまして全体の増額となってございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。先ほどの個人市民税で、給料所得の伸びがあるという

話でしたけど、毎月勤労統計がいろいろあって、何か不正があって、やっぱりこのところがすごく分

析しづらかったのかなと思ったんですけど、そのあたりはいかがでしたか。 

○【山田課税課長】 分析に関しましては、毎月勤労統計だけではなく、国立市の実際の給与収入額

というのが、決算と、あとは課税状況調査というもので確認できます。決算で確認できるのは平成28

年度と29年度の比較で、課税状況調査になりますと、平成29年度と30年度との比較になりまして、毎

月勤労統計調査ですと、先月までの状態が上がってきていますので、一番直近の状態が見れると。し

たがって、毎月勤労統計調査に関しましては、ふえるか減るかの参考値にさせていただいています。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。じゃあ、複合的にいろいろ見てということですね。あ

りがとうございます。 

 質疑なんですけど、これ、ほかの市と比べても、国立市は市税が全体に占める割合がすごく大きい

ところですよね。市民の皆さんの支えがあって、本当にこれは大きいところなんですけど、私も、さ

らに働く世代が国立市に移り住んでもらうことを考えて、それに合わせた施策を展開する。それによ

って歳入をふやしていくということも必要かなと思うんですけど、平成30年度の予算委員会でも、今

回の平成31年度でも、子育て世代に向けた施策の打ち出しをかなりされてこられておりますけど、大

分進んできたのかなという感もあります。 

 そこで、せっかくならば、もう１つ大きく打ち出せる、そしてわかりやすい施策として給食費の無

償化、これを検討してはいかがかと思うんですけど、これは歳入増に結びつくことです。これで働く

世帯が国立市に入ってきてくれれば、それは歳入に結びつくことですから、そこの点はどうでしょう

か。 

○【黒澤政策経営課長】 それを売りに出している地方に行けば、そういった自治体もあることは事

実でございます。しかし、当然そうしますと、出のほうもかなり出ていきます。ですから、ある種そ

れを目当てに国立市に引っ越してくださる方がいたとしまして、それで差し引きどうかと言えば、恐

らくマイナスになるんじゃないかと考えています。 

○【宮崎教育次長】 給食費に関しまして、国立市は現在大体年で３億円程度。これは、基本的な考
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え方は、食材購入費は私費として保護者負担でお願いしてきているというのが基本原則でございます。

そういった中で、就学援助等におきまして、国立市はかなり有利な状況に水準を置いて、給食費はや

はり所得的に厳しいような世帯については大分就学援助で救われる状況を保っておりますので、そう

いった施策で今後も考えてまいりたいというところでございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。他の市区町村でも少子化は避けて通れない課題ですよ

ね。同時にファミリー世帯が流入してくる施策を思い切った内容で打ち出すということも必要かなと

思います、ぜひ、他市との差別化を図っていくという意味でも、給食費無償化、私は大きい策だと思

いますので、ぜひきちんと検討してみていただきたいなというふうにお願いいたします。以上です。 

○【尾張美也子委員】 それでは、27ページのごみ処理手数料３億5,979万9,000円で、このうち家庭

ごみ有料化によるごみ袋の売り上げが入っているのが多分収納廃棄物処理手数料２億4,640万円だと

思うんですが、これでいいのか。そして、この中の家庭ごみ袋の収入はどのくらいを見込んでいるん

でしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えします。今の御質疑ですけど、２億4,640万円のうちの家庭系の分

が２億116万5,000円程度、こちらを家庭系で見ています。 

○【尾張美也子委員】 ということは、家庭系ごみは２億100万円ぐらいなんですね。2018年度の収

納廃棄物処理手数料の様子が２億486万円で、2019年がそれよりも4200万円ふえている感じなんです

よね。それで２億4,600万円となっていますよね。これはどういったことなんでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 こちらに関しましては、今回の有料処理ごみ袋の量がふえたということな

んですけど、30年度に関しましては、実績は平成29年度の９月からのものを使いまして、有料化直後

のデータで信頼性が非常に低く、他市の実績のベースを参考にして積算しました。そういうことから、

予測の精度が悪くなっているということでございます。今年度につきましては、30年度の実績ベース、

まだ予測の段階ですけど、こちらをベースにしていますので、予測の精度は上がっております。今回

はその積算の結果ということでございます。 

○【尾張美也子委員】 半年間の予測で立てたからそれだけの差が出たというお答えなんですが、２

月５日の特集号で、有料系のごみが14％減りましたとありましたが、これからさらに減るという見込

みなんでしょうか。実際の目標は、どのくらい減らすという目標において、このごみ袋の売り上げも

減るということで立てたんでしょうか。どのくらい減るという見込みで、もし立てたとすれば見込ん

だのでしょうか、その辺を教えてください。 

○【中村ごみ減量課長】 まず、２月５日号の特集号で、14％ということで広報いたしました。こち

らに関しましては、有料化前後の数字になりますので、実際には例えば30年度と29年度を除いた28年

度の比較、これでやるとこのような数字にはなってこないと思っております。まず、それが１つ。 

 予測に関しましては、基本計画の中で数量を出してございます。そちらのほうは目標値ということ

になってございます。 

○【尾張美也子委員】 ちょっと答えになってないんですが、私がそのお答えから予測すると、要す

るに今回減りましたというのは、その前のすごくふえた時期があるから、もっと前の年と比べるとそ

こまで減ってないだろうというお答えだと思うんですね。それは私も同じように感じます。それから

減るということは見込んでいるけど、それを見込んだ今回の予算の立て方ではないということですね、

目標を見込んだ。その辺はどうなんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 見込みとしましては、基本計画のほうにある数量、こちらのほうの数字が
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目標値になってございます。 

○【尾張美也子委員】 目標値はあるけれども、ごみ袋の売り上げとしては、その目標値を見込んで

減るといういう売り上げ見込みでつくったわけではないということですね。 

○【中村ごみ減量課長】 そのとおりでございます。 

○【尾張美也子委員】 私、ちょっとこのごみの手数料については、歳入というのはふやすことが目

的ですよね。ふえればいいわけですよね。少しでも歳入がふえて、少しでも歳出を抑えると言ったら

おかしいんですけど、それをきちんと適正に使うということなんですが、ごみ袋については、歳入を

ふやすということを目的にすると、ごみを減らしましょうというごみ減量化の目標と逆行することに

なっちゃうんですよね。そういう関係にありますよね。だから、ごみ袋は売り上げが伸びたから、こ

れは歳入がふえた、よかったということにはできない、こういう分野なんですよ。だから予算を立て

るときに、どういうふうに立てているかというのはすごく私は興味があったんですけれども。だから、

このごみ減量が進めばごみ袋の売り上げは当然減ってきますよね。というのは、手数料収入も下がる

ということになるんですが、その辺の考え方は、市の政策のほうと、ごみ減量をやりましょうという

ほうで、どうしても歳入はふやさなきゃいけない、だけれどもごみはふえちゃいけないというところ

でそごが出てくると思うんですけれども、歳入でいけば、どんどんごみ袋は売れて、いっぱいごみが

ふえればごみ袋の売り上げも上がるから歳入もどんどんふえるんですけど、その点はどういうふうに

考えているんですか、市としては。 

○【黒澤政策経営課長】 ごみがふえますとごみ袋もふえますけれども、ごみ処理に係る経費も上が

りますので、そこは成り立っていかないです。ですから、委員のおっしゃっているところはわかりま

す。ごみ減量の施策が進めばごみ袋は減っていくということは当然わかります。そうすればごみの処

理に係る費用も減ってまいりますので、恐らく長期的に見ればごみ減量の効果があらわれていき、

徐々にではありますけれども、ごみの袋の売り上げも減っていくだろうと。今は、有料化して切りか

えの時期からまだ１年半ぐらいですから波があるのではなかろうかと思いますけれども、いずれ落ち

ついてきたときには、これは減ってくるんじゃないかというふうに考えております。 

○【尾張美也子委員】 あとは歳出の部分で続きをやりたいと思いますので、次の質疑にいきたいと

思います。 

 次は、25ページの子ども・子育て支援臨時給付金と、それから29ページの子どものための教育・保

育給付費負担金ですけれども、これらの中に10月から実施予定の３歳から５歳の無償化のためのここ

からの負担金などが入っていると思うんです。認可保育所の保育料は収入に応じて決まる仕組みにな

っていて、給食費を保育料から切り離すと負担がふえる低所得帯は今出てくるという危惧がされてい

るんですが、要するに保育所では主食費3,000円と副食費4,500円が保育料に入っていたけれども、無

償化して食事代は実費となれば、食事代7,500円未満であった低所得者層にとっては、これで免除さ

れているところは別として、国からの免除を受けられない方にとっては逆に負担増になる可能性が出

てくるということですが、この解釈でよろしいでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 今お答えいただいたとおりでございます。 

○【尾張美也子委員】 それでは、実際に国立市の３歳から５歳の子どもたちの総数と、そのうち３

歳から５歳の保育所に通う２号認定者、つまり保育所の認定者の数は何人ぐらいいらっしゃるんでし

ょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 今のところ800人前後というふうに出しております。 
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○【尾張美也子委員】 もう１つ、３歳から５歳の全ての子どもたちは。 

○【松葉児童青少年課長】 失礼しました。1,750人程度ということで見ております。 

○【尾張美也子委員】 ありがとうございます。じゃ、1,750人のうち800人が２号認定で、そのうち

で国が実質負担の免除を予定している対象児童は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 国が免除する見込みで見ているのは、90人前後という数字で考えており

ます。 

○【尾張美也子委員】 90人前後は負担免除をしている。じゃ、その90人を除いて保育料が7,500円

未満の児童の数というのは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 40人ちょっと超えるぐらいの人数かなということで今試算のほうはして

おります。 

○【尾張美也子委員】 というのは、40人ちょっと超える方たちが7,500円未満で、要するに負担が

結局ふえちゃう。消費税増税もなって、負担もふえるということになるわけですね。その40人ぐらい

の方は、どのぐらいの所得層、大まかでいいんですけど、何段階というので課税額になっているので、

細かいことまではわからないと思うんですが、大体どのくらいかイメージしたいんですけど。 

○【松葉児童青少年課長】 金額で言いますと、年収で大体530万円未満の御家庭が該当するところ

というふうに考えております。 

○【尾張美也子委員】 年収で530万円未満。じゃ、年収だから所得にするともっと低くなるわけで

すね。その人たちにとっては、消費税が上がって払っているものも上がるということの負担増という

のはやっぱり避けるべきじゃないかと私は思うんですけれども、そうしないと、逆にそれよりも多い

人たちのほうが得したという言い方はおかしいですけど、やっぱりちょっと不公正になる。その矛盾

が出てくるところなんですが、ここを本来ならば国がちゃんとやるべきなんですけれども、市として

はこの点について何か策を練っていますでしょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 無償化の関係します給食費の考え方は、国のほうもまだはっきり定めが

出ておりません。国としては、そこの部分はもう本人負担だよというふうに言っておりますが、まだ

まだ国の制度で認可外の対象範囲が、ここでまたいろいろ調査が始まったりとか、まだはっきりしな

い部分がございます。 

 ただ、各自治体においては、今のところ年度当初の中では、一旦引くというような計算をする中で、

終的にどういうふうに構築していくかということを、年度が変わった31年に入ったところで、各自

治体の状況等を勘案しながらやっていくというふうに考えているところが大半の自治体です。 

 ただ、委員さんからいただきました、7,500円以下になって保育料のほうより影響が出てしまう世

帯については、これはある程度一定の配慮が必要な世帯だというふうに考えております。これはどこ

の自治体も同じような認識だろうと思いますので、その部分については検討する必要があるというふ

うに考えております。 

○【尾張美也子委員】 ぜひ、その人たちに負担がふえるということがないようにやってほしいと思

います。 

 それでは、あと１つ、37ページのこれをちょっと聞きたいんですけれども、本人負担分ということ

で、通級指導学級送迎サポート事業本人負担分17万6,000円ということなんですが、これは１人当た

りの負担はどのくらいになっているんでしょうか。どういうシステムなんでしょうか。 

○【三浦教育指導支援課長】 こちらは、第七小学校にある言語の通級に七小以外から通っているお



－ 37 － 

子さんにタクシー代の中の３分の１を補助しております。３分の２が保護者負担になっております。 

○【尾張美也子委員】 ３分の１の補助なんですね。ということは、結構保護者負担が大きいわけで

すね。でも、１ついいシステムだなとは思ったんですね。１人で歩いて通うということは大変なので。

実は、これはまた歳出のところで聞きたいと思った１つのきっかけなんですが、特別支援学級から学

童保育に通う児童さんが、どうしても送っていく人がいなくて困っているという話も聞いたので、ち

ょっとこういうのは使えないかなと思って今お聞きしました。これは再質のほうで聞きたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○【高原幸雄委員】 それでは何点か。先ほど市税の関係で住友委員のほうから市民税、それから法

人税、固定資産税の質疑がありましたけども、法人税が落ち込んでいると、こういうあれなんですけ

ども、これは要する法人税の法人市民税と法人事業税も入るんですかね。その内訳がどんなふうに落

ち込んでいるのかというのはどんなふうに分析しているんでしょうか。 

○【山田課税課長】 内訳に関しましては、いわゆる均等割の部分に関しましてはほぼほぼ変わりご

ざいません。大法人が１つふえたことによる。これは、ふえたと言っても従業員数で９号法人になっ

たり７号法人になったりしているところなんですけれども、その分等を勘案しまして200万円ほど増

収を見込んでございます。 

 法人税割と申しまして、要するに企業収入に係る部分ですね、そちらのほうが冷え込んでおります。

平成28年、29年のときには、１社大きなところが修正申告を出されまして4,000万円ほどへこんだと

いうことがありましたが、このたびの決算見込みでいきますと、そういったことがなく、全体的に減

収になってございますので、その減収分を実は30年度の決算見込みのままスライドさせていただいた

といったところでございます。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、企業の収益が落ち込んでいるということは、全体的に不景気とい

うことのあらわれというふうに言えますかね。 

○【山田課税課長】 こちらは企業会計のことになりますので、私どもではちょっと分析が難しいか

と思います。例えば設備投資が多かったりとか、あとは、例えば人件費をたくさん支払ったりとか言

ったことによっても収益というのは変わってきてしまいますので、何とも言えません。 

○【高原幸雄委員】 その部分は市が細かく分析するということもなかなか難しいでしょうからあれ

なんですが、次の質疑に移りたいと思います。 

 次に、31ページの児童福祉費補助金の中で、こども医療費助成事業補助金１億2,100万円何がしが

組まれているんですけど、これは歳出のほうとの関係で見ますと、歳出のほうは２億6,600万円組ま

れているんですけど、東京都の補助金の対象というか、これは全体の事業費に対する何割とかという

補助率なんでしょうか。細かくて申しわけないんですが、それをちょっと聞いておきたいと。 

○【山本子育て支援課長】 お答えいたします。こちら、こども医療費助成事業補助金につきまして

は、東京都から２分の１の補助をいただいております。（「２分の１ね」と呼ぶ者あり）はい。ただ、

所得制限が超えている部分、国立市も６年生まで拡大させていただきましたけれども、その部分につ

いては市の負担、また入院時の食事代につきましても市の負担ということになっております。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。了解です。ただ、いずれにしても、今年度が年間の予算になり

ますよね。前年度、たしか29年度の10月からでしたっけ、実施されているはずなんで、30年度も丸々

１年組まれていましたかね、その辺をちょっと。 

○【山本子育て支援課長】 所得制限の幅の拡大といったところの御質疑かと思うんですけれども、
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そちらにつきましては、30年度の10月から６年生まで拡大させていただいたところです。（「ごめん

なさい。30年の10月からね」と呼ぶ者あり）はい。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それでは、次の問題で、33ページの土木管理費補助金の中でマ

ンション耐震診断補助金というのがあるんですけれども、金額は余り多くないんです、実際に市のほ

うも防災対策の一環としてマンション診断、あるいはマンションの改築、そういう意味で修繕を行う

場合もあるんですけど、これは診断の補助金ですから、そういうマンションがある場合は、どのぐら

いの戸数、あるいは規模に対する補助なんでしょうか。 

○【佐伯都市計画課長】 マンションの耐震診断の補助金につきましては、あくまでも耐震診断とい

うことですので、改修とかの費用の補助金ではないということでございます。改修にどのくらいかか

るかというのは、やはりマンションの大きさとか補修の仕方にもよりますので、どのぐらいというの

は一概には言えないというところだと思います。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それはそうなんですけど、工事をやる費用は補助金としては入

ってないわけですから、診断する場合の、市が今、そういう申請があれば補助を出していくわけです

よね。それに対する東京都からの補助金というのはどういう割合になるのかということをちょっと聞

いておきたいんです。 

○【佐伯都市計画課長】 マンションの耐震診断の補助金でございますけれども、国から２分の１の

補助が出るというところと、都の補助金が４分の１というところでございます。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。それと、 後に市債の関係なんですけども、道路改修事業債と

して１億3,410万円、土木債ということになっているんですけど、これは主にどこの部分に入って市

債としてされるということになっているんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは都市計画道路３・４・10号線ですとか、それからさくら通りの改修

事業ですとか、そういったものが主なものかというふうに思います。 

○【高原幸雄委員】 後になりますが、41ページの下のほうです。小学校校舎等改修事業債という

ことで、これはその下の非構造部材の問題についてはちょっと変更があるようですけども、小学校校

舎等改修事業債というのは、当面ここで対象になるのはどこの学校になりますか。わからないかな。 

○【内山建築営繕課長】 済みません、起債を組むのは私どもの課ではないんですが、来年度、平成

31年度の対象の学校としましては第六小学校の２期工事でございます。 

○【高原幸雄委員】 わかりました。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 それでは質疑させていただきます。まず、20ページ、21ページです。全体のこ

となんですが、国立市の税収というのは、市民税のほうで、個人市民税はふえている、法人税は減っ

ていて、固定資産税もふえているということで、個人の方が払っている税金が多いということですよ

ね。じゃ、ちょっとここで細かい質疑なんですけども、6,000万円ふえていますけれども、これは人

口がふえている。そんな劇的にふえているわけではないんですけども、これの分析というのは、51人

でこれだけふえたとも思えないんですが、どのような分析なのか。 

○【山田課税課長】 済みません、正確な数字をちょっと今なくしてしまったんですけれども、平成

30年１月１日と平成31年１月１日で人口に関しましては二百七十数人ふえてございます。ただ、納税

者数になりますと、平成29年……。（「納税でさらに51人ふえた」と呼ぶ者あり）いえ、増なんです

けれども、納税者数に関しましては、前年570人ほどふえているんです。だから、人口のふえよりも

納税者数のほうが圧倒的にふえているんです。（「何で」と呼ぶ者あり）これは、済みません、分析



－ 39 － 

できてないんですけれども、今まで就労なさっていなかった方が就労についたとか、言ってみれば子

育て支援策とかがうまくいっているからかなと。まだ想像の世界なんですけれども、そういった部分

がございまして、給与所得者に関しましても、一人一人の収入がふえているというようなことを今言

われていますが、国立市の場合は、どちらかというと、給与所得者の増のほうで底上げされていると

いうふうに考えています。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。そういうことは、雇用がふえたと。全体的に国立市の

市民の中で働かれている方がふえていると。男女皆さん活躍されているというのが分析だったのかな

と思いました。 

 法人税のこのへこみなんですけど、これは企業数が減ったのかどうなのか、どのように分析されて

いるんでしょうか、もう一度改めて。 

○【山田課税課長】 企業数はふえております。先ほどのお答えでもあったんですけれども、平成28

年度、平成29年度に大きな落ち込みがありまして、復活を願っていたのですが、30年度もその落ち込

んだままの数字で横に推移しておりましたので、そのまま31年度も見込みといたしましては横並びの

数値で経常させていただいたところでございます。法人税割です。法人数に関しましては若干ふえて

ございます。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。では、起業されている方がふえていると。だけど減っ

ているということですよね。なかなか難しいんですけれども、私はやっぱりしっかりと企業を育てる。

ふえていくということですから、当然新規企業に優遇するのもいいですけど、今いる企業、今一生懸

命頑張っている個人商店主や企業の方に頑張っていただけるような環境をまち全体で取り組む意識、

これは非常に大切だと思いますね。そういうことで法人税をふやしていく。国立市発祥で大企業がで

きたっていいじゃないですか。それが一番いいんですよね。逆に国立市に本社を置いていただく。こ

ういうような夢を持ってぜひ取り組んでいただきたいなと思います。なので、あいている土地がある

から新たに来ていただきたいし、門戸をあけていますけども、マッチングができませんと言うんじゃ

なくて、今頑張っているところをぜひ応援してもらいたいなと思います。 

 それと、国立市全体で言うと、法人税が下がっていて、個人市民税と固定資産税がふえているとい

うことですので、市民が負担をしてこの国立市を支えているということが分析されると思います。な

ので、恐らく市長も国立市ブランドを確立していかなければいけないということなのかなと。でも、

これ、自治体経営の中で、どのように歳入をふやすかということは、非常に大きな問題になってくる

と思うんですね。その中で、私は余り国立ブランドというのがぴんと来ないんですけども、これはな

ぜかというと、住んでいただいて、満足度の部分で、圧倒的に満足度が得られているかというと、そ

うでもないというふうに感じています。なので、とある御意見をいただければ、国立市に引っ越して

きて、これだけかかるものがふえちゃったよね、ちょっと不便だよねとか、そういうようなことって

やっぱり聞きます。要はイメージどおりではないと。私は、イメージと住んでの満足感というのはや

っぱり上げていかなければいけないと。それというのは、基盤整備であり、あとは公共施設というこ

とだと私は思っています。その中で、どのように経営していくかという感覚が必要なのかなというふ

うに思っていますので、長々と話しましたけれども、要は経営感覚の中で、国立市は今現状でそうな

んだから、逆に国立ブランドというものをどのように確立していくかということをぜひ考えていただ

きたいと思いますが、そのあたり、御意見があれば伺えますでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 今委員がおっしゃった、まさにそのとおりだと思います。国立ブランドの
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向上というのは、いわゆる対外的にブランド力を発信していく。それによって住んでいただくという

こともあります。一方で、やっぱり住んでいる方に満足していただき、シビックプライドと申しまし

て、国立市民が国立市民であることに誇りを持つと。そんなまちづくりをしていくということが、来

てくださる方もふえますし、住んでくださる方の満足度も上がっていく。そういったために、魅力あ

るまちづくりをしていかなければならないというふうに考えています。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。そのとおりになれば、要はまちの価値が上がって、金

額面で言えば固定資産税が、要は土地が人気になれば固定資産税が上がってくるということですね。

不動産価格が上がればということですよね。それに伴って路線価というのが上がっていくわけですか

ら、そういった考え方もできるのかなというふうに思います。 

 また、その長期的な動きの中でやる部分と、あと短期的な部分でどのように歳入をふやしていかな

ければいけないかというところであると思うんですよね。例えば石井委員なんかがよく言われるのが

ネーミングライツとか、あとはふるさと納税のことなんかがあると思うんですけど、そのあたりはど

のようにこの予算案の中では考えているのか、ありますでしょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 委員から御質疑いただきましたネーミングライツの件についてお答え

をさせていただきます。今、事業者提案事業の中でネーミングライツの募集をしたところ、応募をい

ただいた企業さんもございます。また、ほかの事業の中、歳入増につながるような、そういった御提

案をいただいた内容もございますけれども、今詳細協議をしている段階ですので細かいことは申し上

げられませんけども、そういったことで、今ある資産等を活用しながら歳入に結びつけるという取り

組みをしていきたいというふうに考えております。 

○【黒澤政策経営課長】 続きまして、寄附の関係でございます。総務省からのいろいろな指導等も

ありまして、今後もなかなか我々のような一次産業、二次産業が少ないまちについては、かなり苦戦

が予想されるところでございます。しかしながら、これは継続的にできる限りいただかなきゃいけな

いということで、１つは、平成31年度は、掲載するポータルサイトを、今は１つなんですけれども、

ふやそうとしております。 初に始まったときは、今契約しているところが、ほぼ100％近いシェア

を誇っていましたが、今はいろいろなサイトが出てきて、大体シェアが50％ぐらいになっているとい

うことで、いろんな市で複数のポーサルタイトと契約をしてありますので、まずそういった工夫をし

ていくことが１点と、あとは、これまでも議会からさまざま御提案をいただいていますような、使い

道のより具体化をすることを今考えておりまして、今庁内に募集をかけて、幾つかこういう事業をや

ってくれといったのが上がってきておりますので、そういった使い道の具体化等をしまして、工夫を

して引き続き寄附を集めたいと考えております。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。今回、質疑の中では、とにかく法人税を上げる努力と

いうのもしなければいけないと。だけど、それとともに国立市の先ほどシビックプライドというのが

ありましたけれども、市民が誇りを持って納税したいと思えるようなまちづくり、私も頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 引き続きまして、今、遠藤委員も言っておりましたけれども、企業がふえて

いるというお話しでしたけれども、私も商店街の方々のお話とか聞きますと、家賃の問題とか、起業

するに当たって非常にいろいろな問題があると。でも、他市から見ると国立市という国立ブランドと

いうのは確かにあるという御意見を多く聞きます。だけど、家賃とかいろいろなハードルを下げても、

いろいろやっていくために、駅周辺から少し離れた場所とか、住宅街の中とか、今そういうところに
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お店を開かれて成功されている方がたくさんいらっしゃると思います。なので、そういうお店の起業

の仕方とかそういうことも、余りあたり一辺倒に考えずに、国立8.15平方キロメートルの中で、いろ

いろな場所でそういうことができる、また、そういうことをなさっている方の経験などもお聞きいた

だいて、市がそこにかかわって、そういう魅力ある個店をつくるためにも、そういった観点も必要で

はないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。創業支援にかかわる取り組みが、まさにそういうこ

となんだと思うんですけど、今回、起業プランサポート事業で選ばれた事業者さん、２者いらっしゃ

いますけども、いずれも駅から少し離れている。しかも非常に特徴的な事業を展開されているという

ことで、評価をされて選ばれたということでございますので、引き続きそういったまちを活性化して

いくような観点を持った事業者さんを選んでいただくように委員会の皆さんにはお願いしたいと思い

ますし、あるいは、今起業なさっている方たちのＰＲと言ったらいいんですかね、宣伝についても、

引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 そういう観点をぜひとも持っていただきたいと思います。私たちが考えると、

国立ブランドと言うと、国立の中のことだけで考えてしまいますけれども、市外から起業された方の

お話を聞くと、高尾山とか、そういう自然の場所からどのぐらいの距離であるとか、新宿からどのぐ

らいの距離であるとか、東京都全体の中で見て国立市というのがどういう場所にあり、どういう魅力

がありと、本当に研究されていらっしゃる方が多いと思います。なので、本当に自由な発想で、柔ら

かい頭でもって、国立市の本当のブランド力というのはあると思いますので、どんどんどんどん広げ

ていただきたいと思います。 

 あと、款20の諸収入の雑入のところで、39ページでございます。歳入のところでも、私は補助金と

か助成金の使い方というのは今非常に重要だと思っております。ある事業を起こすのに、どういう補

助金が使えるかとか、また助成金が使えるかということをぜひとも研究してくださいということを以

前も申し上げたことがあると思います。 

 39ページの37の自治総合センターコミュニティ助成金などは、30年度が170万円だったのが、31年

度は480万円になっている。また、38、39、40のところでは、区市町村観光インフラ整備支援補助金

も新しい項目でございますし、また建造物等のライトアップモデル事業費助成金、また東京2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会機運醸成事業助成金というのも新たな項目で載っております。こ

ちらのほうは公益財団法人などからの補助金を今回助成金として申請なさってくださったと思うんで

すけれども、これはすごく前向きな申請だなと思うんです。この辺のところをどのようなお考えで申

請なさりますか。補助率などをちょっと教えていただきたいと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 今幾つか御質疑いただきましたけれども、37、38、39、これにつきまし

てはまちの振興課で所管してございます。自治総合センターコミュニティ助成というのは、去年は都

営西一丁目の皆様に御利用いただきましたけれども、１団体だったんです。ことしは２団体、東四丁

目と富士見台一丁目の自治会の皆さんに御利用いただきまして、自治会運営等にかかわる助成を受け

られるということで、支援させていただいておるところでございます。 

 下２つ、38、39につきましては、両方東京都がかかわる観光財団というところが実施している観光

に関する助成金ということでございまして、インフラ整備、あるいはライトアップモデル、いずれも

メーンは駅舎の活用に充てることで考えておりまして、インフラ整備や観光案内所、まちの案内所の

備品等のほか、パンフレットの多言語化なども考えてございます。以上でございます。 
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○【伊形生涯学習課長】 それでは40番目の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会機運醸

成事業助成金でございますが、こちらは特別区長会、東京都市長会、東京都町村会のほうからいただ

いているもので、オール東京62市区町村共同事業というものがございまして、そちらの中でいただく

助成金となっております。 

 こちらは市区町村が実施する事業を対象としておりまして、極端なことを言うと、オリンピック・

パラリンピックの事業を対象として、広い範囲で助成をいただいております。こちらは１市区町村当

たり200万円を上限していただけるものとなっておりまして、その費用として200万円を計上しており

ます。以上となります。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。やはりこういうアンテナを広く張っていただきまし

て、このような助成金を、今の40番の東京2020オリンピック・パラリンピックのことに関しては、広

い範囲で使えるというのは非常に魅力的だと思うんですね。200万円。この辺のところも、いろいろ

あるんだと思いますので、今後ともこの辺のところをぜひとも探して、どんどん申請していただきた

いと思います。 

 あと、39の先ほどの建造物等ライトアップモデル事業費助成金だと思うんですけれども、東京観光

財団のところを調べましたらば、デジタルサイネージとか、そういうところにも使えるみたいに書い

てあったんですけれども、その辺のところは国立市では今のところは考えていらっしゃらないんです

か。 

○【三澤まちの振興課長】 デジタルサイネージ設置を計画してございますけれども、デジタルサイ

ネージについてはインフラ整備のほうで助成を受ける予定としております。 

 ライトアップモデル事業の39番につきましては、建造物のライトアップということで申請をしてお

るところでございます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございました。私も今回調べてみて、都支出金とか、都からとか

国からの助成金もいろいろあるけれども、それ以外にも、この雑入ということで、公益財団法人から

もいろいろな助成金が使えるということがわかったので、ぜひとも、そちらのほう、今後とも申請を

お願いいたしたいと思います。 

 ちょっと戻っちゃうんですけれども、31ページの分なんですけれども、款15都支出金の社会福祉費

補助金のところで、16番、人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金というのがございます。こ

ちらの内容と補助率を教えてください。 

○【馬塲高齢者支援課長】 こちらの人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金でございますが、

高齢者支援課で行っております元気高齢者のデイホーム事業というものに充てることができるという

ことで、東京都から、30年度途中からいただいている補助金でございます。補助率は事業費の３分の

２というところになってございますので、従来の区市町村包括補助事業補助金よりも補助率がよいと

いうことで、そちらの補助金をいただくという形になっております。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。本当にそういう細かいところまで見ていただいて、

補助率が高い補助金をなるべく使って市財を使わないようにするというのも大きな歳入の増につなが

ると。小さいところからつなげていくということは非常に大切だと思っておりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。私からは以上です。 

○【大谷俊樹委員長】 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。 

午後１時５８分休憩 
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   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後２時１４分再開 

○【大谷俊樹委員長】 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。石井伸之委員。 

○【石井伸之委員】 それでは、歳入全般について質疑をさせていただきます。毎年質疑しておりま

すが、新たな歳入増、こちらについて平成31年度はどのようにお考えでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 先ほど一部御答弁させていただきましたけれども、事業者提案制度という

のを、この１月に事業者の募集を行いまして、幾つか提案を受けております。私も審査員として入り

ましたけれども、なかなかおもしろそうなものもありまして、この先ちょっと取り組めそうだなとい

うのはありましたが、今そこは幾つか調整に入っておりますので、これをやるよというのはまだ申し

上げられないんですけれども、まず１つそういったものがネーミングライツを含めてございます。 

 それから、公園のほうで自動販売機の設置を進めてまいりたいというふうに考えております。こち

らについても、需要が多そうなところを今担当課のほうで検討しているところでございますけれども、

そういったところの歳入もあろうかなというふうに考えております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。まずは事業者提案のネーミングライツを、先ほど遠藤

委員の質疑に御答弁をいただきありがとうございました。ぜひとも、この点、進めていっていただい

て、まだはっきりとはしてないですけれども、ぜひとも数百万から数千万円に及ぶ大きな歳入増に向

けて、結びつけていただきますようにお願いをいたします。 

 また、公園等、各施設での自販機の設置、もちろんこれは入札制度を用いる中で自販機を設置する

という方向でよろしいでしょうか。 

○【清水環境政策課長】 お答えいたします。今詳細なところの制度設計はしておりますが、あらゆ

る手法を検討しまして歳入増につなげていきたいというふうに考えております。 

○【石井伸之委員】 もうこれは内藤議会事務局長が総務課長の時代に取り上げていただきました。

ぜひとも、単価契約ではなくて、しっかりと入札という形で、 大限の歳入が得られる手法で自販機

の設置に向けて努力をしてください。そして、その際に、やはり災害対応で、しっかりとその際には

無料でいただけるとか、また環境に優しい太陽光対応だとか、いろいろな手法もありますので、そう

いったものも盛り込む中で、一番よい自販機の設置に向けて努力をお願いいたします。 

 そして、続きまして、旧国立駅舎再築に対するくにたち未来寄附の状況なんですが、平成30年度は

３月５日の時点で１億4,847万3,589円との答弁をいただきました。そのあたりの現状につきまして、

平成31年の直近の情報で、この国立駅舎再築に関する寄附の集まりぐあい、すぐ出ますでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 駅舎の寄附でございますが、２月16日現在で、累計で１億7,093万9,354円

でございます。上方修正した目標値が1.5億円でございましたので、そちらは無事突破したというこ

とで、ちょっと担当課長としては安堵しているところでございます。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 まさに攻めの黒澤の命名のとおりしっかりと、 初は１億円という目標を突破

し、その後1.5億円という目標を上方修正した中で、さらにそれもクリアをしていくという、この手

法をしっかりと確立をする中で、この駅舎、今ようやく姿が見えました。そこで、この維持費に向け

た寄附を募る手法、こちらはいかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 引き続きこの寄附のメニューは残してまいりまして、いただける御寄附に

ついては維持費のほうに充当してまいりたいと考えております。 
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○【石井伸之委員】 ぜひとも、その手法でお願いをいたします。そして、先ほど寄附を募る手法に

つきまして、目的を絞ったものというような答弁をいただきました。私もそのとおりだと思います。

やはりクラウドファンディング的な形で、何か１つ目的を絞った中で、その目的に寄附を募る。そう

いった中で、今後、国立市として予算が必要な部分は、二小の建てかえにあるというふうに認識をし

ております。およそ30億円お金が必要なところを、実際文部科学省から3.5億円しか入らないという、

この差額の部分26億5,000万円、どのように埋めていくかということを考えると、やはりここは市民

の皆様にお力をかりる中で、第二小学校の未来図もしっかりと作成をする中で、市民の皆様からお力

をおかりしたいという意味で、やはりくにたち未来寄附のメニューの１つに加えていくべきだと考え

ますが、いかがお考えでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 実は寄附、ふるさと納税という場合の寄附でございますけれども、そちら

については、市民からいただいたものについては、原則返礼品を出すのは好ましくないといったとこ

ろでして、実はそこら辺を勘案しますと、ちょっとどうかなというところは実はあるんですけれども、

その具体的なメニューの中においては、学校の関係の話も今教育委員会としておりますので、今後検

討させていただきたいと思います。 

○【石井伸之委員】 いろいろな制度的なさまざまな問題等あるかとは思いますけれども、それでも

国立市として市民の皆様からのお金をお預かりする中で、どうやって国立市政発展につなげていくか、

この点をやはり考えていっていただきたいと思います。 

 そういった中で、よくオリンピック等ではオフィシャルサポーター制度といったような形で、特に

イベントのときに協賛を募る手法なんですけれども、そういった国立市でも各種イベントを行うとき

もそうですし、また、さまざまな事業、こういったときに実施するときもそうですが、そういった中

で、各団体、各企業から寄附を募るといったサポーター制度、そういったものでの財政を円滑化させ

ていくような手法、こちらについてはいかがお考えでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 パンフレットとか、そういったことについて広告収入をいただくといった

ことはありますけれども、今委員さんがおっしゃったような具体的なことについては、今まで検討し

ていなかったということはございます。営業でお金を集めるようなことは、結構公務員が苦手とする

ところでもありますけれども、御提案いただきましたので、こちらで検討させていただきたいと思い

ます。 

○【石井伸之委員】 そういった、公務員の方は苦手としていますが、もしかすると民間企業の方々

では、そういったところは得意分野の企業さんもいらっしゃると思いますが、そういった企業さんか

らお力をかりる中で、なかなか国立市の職員の皆様では難しい部分、協力をいただくといった手法は

いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これが直接的な御答弁になっているかどうかわからないんですが、実は国

立市が北秋田市とルッカ市との交流をするというところで、ちょっとそれを応援したよという市内の

事業者の方がいらっしゃいまして、自社の広告媒体で、市内にたくさん配っている広告媒体の中で、

今後、特集を組んでくださるといったようなお話をいただいております。ですから、そういった、確

かに今おっしゃったとおり、企業さんの側で国立市のやっていることをうまく利用していただくとい

ったようなことは今後あり得ると思いますので、そのあたりも含めまして、手法等を検討してまいり

たいというふうに思います。 

○【石井伸之委員】 やはり、なかなか行政では難しいところ、足らざる部分、これを民間企業の方
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に埋めていただくという形で、国立市の歳入増の部分をしっかりとつなげていっていただくようにお

願いをいたします。 

 続きまして、21ページにあります法人市民税収入、こちらについて質疑をさせていただきます。先

ほど遠藤委員も冒頭触れられました。法人税収入増に向けて、地元企業の育成と支援がやはり重要か

と認識をしております。そういった中で、現在、入札時における総合評価制度、今試行と言う形で進

んでいるわけでございますが、しっかりとこの制度をさらに充実、発展に向けた努力が、法人市民税

歳入増につながると思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【津田総務課長】 委員御提案のとおり、総合評価方式本格実施に向けて、今市内の建設業の方も

含めていろいろ提案をさせていただいて、よりよい方向に向けて今話し合っている 中ですので、そ

のような方向も含めまして、市内の事業者が育成できるような環境というのを引き続き保っていけた

らなと考えております。 

○【石井伸之委員】 やはり市内の事業者がこれからも国立市で事業を営んでいく、そういったモチ

ベーションを高める意味でも、行政としても地元企業に対してこれだけさまざまな形で応援をしてい

ただけるんだなという実感を感じていただくような、そういった総合評価制度にしていっていただき

たいと思います。もちろん、公平性、中立性、そういった法的な枠組み、これはしっかりと守ってい

く中で、それでも地元企業ということで国立市を応援していただいているわけですし、また、いざ災

害時、国立市のために応援をしていただいているわけですので、そういったこともしっかりと配慮を

する中で、ぜひとも努力をしていっていただきたいと思います。 

 そこで、総合評価制度ですね、ぜひとも件数増に向けて、この平成31年度努力をしていっていただ

きたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○【津田総務課長】 やはり件数が毎年１から３件というのが今試行の状況でありまして、その件数

の増加というのを私どもも課題の１つとして考えておりました。そのような中、今予算もある程度固

まってきた内容で、どういう内容のものが総合評価でできるのか。日数もかかるものですので、その

辺を含みまして、５件程度以上はできるのではないかという見込みで今進めているという、そのよう

な状況でございます。 

○【石井伸之委員】 今、５点程度という答弁をいただきました。なかなか、今まで１件、２件とい

うような状況で推移をしておりました。確かに、この総合評価方式を実施するに当たって、さまざま

な準備が必要だということは十分理解をしておりますので、それでもやはりこの方式を行っていただ

く中で、国立市の地元企業に対して、少しでも仕事をしていただくようにお願いをいたします。 

 後に、収納率についてなんですが、国立市は以前より高い収納率を誇り、そして全国ナンバーワ

ンという成績をとられております。確かにもう高どまりで、これ以上何を努力をするんだというよう

な部分も、なかなか難しいかと思いますが、それでもさらに収納率の維持、また少しでもアップに向

けて、担当当局としてはいかがお考えでしょうか。 

○【矢吹収納課長】 徴収率でございますが、今おっしゃられたように、確かに現年分等は99.78％

というような高い収納率でございまして、これは現年ですからゼロから始まりますので、毎年、非常

に職員は苦労てして、前年の同期と比べて少しでも上がるように、毎年こつこつと努力しております。

さらにこの上にというのは、なかなか難しいことでありまして、前年と同様か、少しでも、0.01％で

も上に行けるような形で、毎年みんな頑張っているところでございます。以上です。 

○【石井伸之委員】 恐らく課長は100％を目指して努力をされているというふうに私は信じており
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ますので、やはり１位を目指さないと１位にもなれませんし、100％を目指さないと結局100％という

ものは実施することはできませんので、ぜひとも、まずはその意気込みで、なおかつ、今現在培って

いるそのスキルを、どうやってまた若手職員、さらにはこれからも続く後輩職員に対してどうつない

でいくかということも重要でございますので、一つ一つ培っている部分を後世につなげられるように、

そのあたりも努力をお願いいたしまして、私は終わります。 

○【青木 健委員】 済みません、それでは何点かちょっとお伺いしておきますが、まず私も税収の

問題で、予算書の20、21ページになります。市民税について。その中の個人市民税については、先ほ

ど増の理由についても収納課長から御説明いただいたんですけど、特別徴収の分の増が多いのかなと

いうことを思います。ただし、これについては行政の努力ということではないわけですから、行政が

積極的に税収増ということについて、やはりこれからも考えていただきたいということは申し上げさ

せていただきたいと。 

 そこで、法人税の問題なんですけど、平成30年度は対前年比で400万円マイナスになっていると思

うんです。31年度になると見込みで3,600万円マイナスになっているわけです。個人市民税の分で増

加をしてても、法人税においてマイナスをしていくんじゃやっぱりしょうがないんじゃないかと。先

ほどやっていた財政計画、中期財政収支見通しの２ページを見ていきますと、市税というのはずっと

150億円、151億円、変わらないんですよね。ということは、この今の移り変わりでいくと、個人市民

税は伸びていくかもしれないけど、法人税についてはこれからも落ち込んでいくという見込みになる

わけなんですか。その辺の見込みはどうなんでしょうか。 

○【山田課税課長】 課税課といたしましては、昨今の経済動向、また国が発表しております経済見

込み、緩やかな回復という言葉がずうっと来ているとおり、回復と申しますか、横ばいと申しますか、

本当に微増が続いているところでございます。したがいまして、減収というふうには考えてございま

せん。本当にささやかながらふえていくだろうという今見込みに立ってございます。 

○【青木 健委員】 日本は人口減の時代に入ったと言われますけど、東京は、いろいろこれは説が

あるんですけど、学者さんが言うには、2026年までは東京はまだ微増していくと。それが30年までと

いう先生もいらっしゃるんですけど、これで見ると、人口の微増に支えられている。だけど、法人税

については落ち込んでいくと。逆にこの数字が保たれているということは、法人税についてはこれか

らも落ち込んでいくんじゃないかという見通しができるわけです、逆に見れば。だから、そうなると、

では法人税について、行政はどのような手段で増の策を図っていくのかというのは大きな問題になっ

てくると思いますけど、その辺についてのお考えはいかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 今委員御指摘のとおり、実は法人税については、法改正等の影響もありま

して、これも東京の法人税というのは取られています。で、地方に分配をされています。ですから、

このようなことを考えますと、この先の法人税収の見込みというのは、これも非常に厳しいのではな

いかと見ています。 

 その上で、どうふやしていくのかということでございますが、これはもう法人様の数をふやしてい

くということしか市のほうとしてはできないと思っています。先ほど課税課長も答弁しましたけれど

も、企業さんの業績というのは、景気動向のほかにも、その年その年の設備投資ですとかさまざまな

要因がありまして法人税というのは変わってきますけれども、数をまずふやしていく。そのための企

業誘致であろうかなと。非常に一般的な話で申しわけありませんが、そのようなことを考えています。 

○【青木 健委員】 ありがとうございます。やはり全体として数、底上げが必要だということにな
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ってくるわけですよね。ということは、市としては、現在の国立市の立地条件、市の規模から考えて

５億5,000万円という法人税収入、これは適正ではないという考え方でよろしいんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 適正か適正ではないかというところは非常に難しいんですけれども、さま

ざまな要因がありまして、例えば南部地域の道路を整備すると。今も八王子道はやっております。あ

そこを拡幅することによりまして、大型の自動車が通れることによっての企業誘致が見込まれるです

とか、そういった道路行政に対しましても、道路をつくるということに対して、非常にこの間、土木

事業どうなんだという話もあるんですけれども、一方では、道路が通りますと固定資産税が上がる、

また、そこで人が住む、それから企業というのが立地するということがありますから、そういったま

ちづくり全体の課題としてどうなのかということを考えていかなきゃならないと思います。 

 ですから、答弁になっていませんけども、５億5,000万円がどうかというのはあれなんですが、こ

こについては、やはり多ければ多いほど当然市の財政には寄与してまいりますので、ふやしていく努

力というのをこの先もずうっと続けていかなければならないと考えております。 

○【青木 健委員】 ふやしていく努力を続けなければならない、そのとおりだろうと思います。そ

の１つが商業振興策になるのかな、これは。まちの振興課で今度企画していただいたエフビズの問題

になってきますよね。これは既存の店舗についての底上げをしていくわけです。エフビズについて、

行政として今後の展開ね。１回講演をやってもらうだけでおしまいにしてしまうのか、それとも、こ

れからもこのことについて研さんを深めて、当市においてもエフビズというものについての普及を進

めていく考えなのかどうなのか、その辺はいかがですか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。これまで何度か富士市、木更津市に行かせていただ

いて、行った感想としては、中小企業振興で成果がここまで出せるのは、もうこれしかないだろうと

いうふうな感じで私たちは考えておりました。ただ、皆さんがどう考えるか、皆さんにどう感じてい

ただけるかというのが今度の講演会の１つの大きな意義だというふうに考えています。 

 一方で、小出センター長が言っているんですけども、やる気のない経営者はいるはずがないという

ことは言っていました。その環境がないだけだ。なので、きっとそれは感じていただけるんだろうな

というふうに思っているので、そういう意味で、よりたくさんの方に来ていただきたいというところ

で、今、職員一同頑張っているところですので、その結果、どうかというところで、その後の判断に

なってくるのかなというふうには考えております。以上です。 

○【青木 健委員】 ちょっと弱いなあ。ぜひ、これはいいんだから、皆さんやりましょうよという、

そういうリーダーシップができれば欲しかった、今の答弁の中で。 

 そこで、エフビズの話ということになって恐縮ですけど、成功例については、これは物すごくある

わけです。それらについて、もっと皆さんのほうからＰＲをしていただきたい。 

 それと、もう一点、これは黒澤課長のほうに私は提案なんですけど、今まで税収と言うと課長のと

ころでしか考えないわけですよ。だけど、今、事業としてエフビズという問題が出てきた。エフビズ

というのは、現在ある個店の力を上げていく。底上げしていくわけです。当然それによって税収が生

まれてくるわけです。ということは、産業振興課、ここは今法人税で国立市は５億5,000万円ですよ

と。じゃ、これ、平成32年に向けて５億6,000万円にしましょうよとか、そういう目標の数字を与え

てもいいんじゃないかというふうに。課長のところだけ考えていって事業の展開はできないわけです

から、そういう考え方というのは、行政というのは持つということは難しいんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 税に関しましては、自分たちでどうにかできない対外的な要因というもの
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がやはり大きいのかなというふうに思います。これも先ほどの答弁と重複になりますけれども、その

企業の業績のほかに、さまざまな要因が絡んでまいりますし、世界経済情勢に関しましても大きく影

響を受けるところでございます。ですから、そこについて目標値を定めるというのはなかなか難しい

かなと思いますが、御提案の趣旨はすごくよくわかるところでして、この問題も、私ばかりが答弁し

ているというのは確かにおかしなことでございまして、おのおのがそういった歳入増の意識を持って、

さまざまなアイデアを持って、この議会の場で自信を持って答弁できる。そういった職員風土といい

ますか、庁内風土をつくってまいりたいと考えております。 

○【青木 健委員】 ぜひお願いします。歳入増ということで聞いたとき、黒澤課長だけじゃなくて、

ほかの課長からも、うちではこういうことを考えていますよと。これによって何億ふやすとか、そう

いう目標を持ってこの年度については仕事をやっていますというような答弁が出てくるということを、

そういう役所にぜひしていっていただきたいなということを申し上げさせていただきたいと思います。 

 それと、今度は全く話が違うんですが、都支出金の問題なんですけど、私立幼稚園園児等の保護者

補助金が平成30年度と比べますと半額になります。幼児教育無償化の関連だと思いますけど。そうす

ると、ここでこの科目における歳入が半額になるわけなんですけど、その分について、要は10月以降

ですよね、この歳入はどこに入ってくるわけなんですか。 

○【松葉児童青少年課長】 お答えいたします。少々複雑な入り方なんですが、まず25ページの子ど

も・子育て支援臨時交付金、この中に幼稚園ですとか認可外の施設の分の、または預かり等をやる場

合の市の負担分の４分の１がこの中に計上されております。 

 それと、27ページの児童福祉費負担金の５番の子育て支援施設等利用給付費負担金、この中に２分

の１入っております。 

 それと、間接補助になりますので、29ページの同じく都支出金の２児童福祉費負担金の５番の子育

て支援施設等利用給付費負担金、この中に４分の１、合わせて２分の１、４分の１、４分の１という

ことで入っております。 

○【青木 健委員】 ありがとうございました。非常に複雑になりますね。わかりづらいというのが

正直な感想です。制度の移行期でありますのでしょうがないのかもしれないです。今までは１本だけ

で見えていたんですけど、今回からは３本見ていかなきゃいけないということになってくるわけです

よね。そうすると、幼児教育無償化ということで、これは国会においても八王子の萩生田代議士が予

算委員会の質疑でやっていましたけど、国立市内にもここから外れる施設というのがあるんでしょう

か。 

○【松葉児童青少年課長】 施設として外れることではないんですが、認可外施設としては該当する

んですが、今般の無償化の考え方が、いわゆる保育の必要性がある方については認定をしてください

ということであります。ですので、この対象になる１つの施設については、東京都の今検査を受けて、

対象の施設としては含まれましたが、通っている方においては、うちで言えば週12時間以上の就労と

いうのが基準になりますけども、各市が定める保育の認定の基準に照らし合わせたところで対象者を

決めてくださいというようなことが今回の考え方になっております。 

○【青木 健委員】 そうすると、対象から外れる可能性のある方というのは何人ぐらいいらっしゃ

るという見込みなんでしょうか。まだわからないのかな。 

○【松葉児童青少年課長】 こちらの対象施設の方は、今30名お子さんが通っていらっしゃいますが、

これからまたお話のほうは当然していくことになると思うんですけども、この経過については、これ
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までほかの議員さんも一般質問でしていただいております。昨年11月には、市長とこちらの団体さん

と懇談会を設けさせていただいて、現在も継続的にお話のほうはさせていただいておりますし、この

施設の方々のほうも、運営形態等についていろいろな検討ということも考えていらっしゃるところで

すので、引き続きお話のほうは継続させていただければというふうに考えております。 

○【青木 健委員】 ぜひお願いします。市長も話し合いをしていただいているということですので、

同じ国立市の子どもなんで、せっかくのこういう施策でありますから、そこから漏れるようなことの

ないように、ぜひこの点についてはお願いをさせていただきたいというふうに思います。 

 そうしますと、もう一点だけ。最後かな、もう時間的に。東京都総合交付金、31年度については

2,500万円ふえる計算になるんですけど、これはどういう事業ということになるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 事業というのは、充当でございますでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）充当につきましては、まちづくり割という、いわゆる普通建設事業中心のものに充てられるもの

と、そのほか財政事情割ですとか、経営努力割としてもらえるものについては、使途がほぼ自由な一

般財源的な扱いになりますので、そのような充当の仕方を考えているところでございます。 

○【青木 健委員】 そうすると、その使途の自由なものについては、１億5,000万円の中の……。

あれ、違った。幾らだっけ、ごめん。そのうちの幾らになるわけ。11億5,000万円か。 

○【黒澤政策経営課長】 実は、平成30年度から配分方式がちょっと変わっておりまして、まちづく

り振興割等につきましては、１件１件の事業査定ではなく、過去数年の平均で来るということがあり

まして、その辺が厳密に幾ら来るのかというのは、ちょっとまだこれからになります。ただ、考え方

としては、そのまちづくりの振興割のところにつきましては５億弱ぐらいといったことになります。

そのほかは基本的には自由なお金ということになる。ざっくりと言うとそんな形であります。 

○【青木 健委員】 どうかよろしくお願いしますというか、これは三多摩格差の最たるものの１つ

だと思うんですよ、私。東京都の中において、三多摩全体で総合交付金というのはたしか540億円程

度だったと思うんですよ。23区と余りにも差がある。これらについては、我々自民党の中でも東京都

に向けて言っておりますけど、ぜひ市長会でも継続して総合交付金の増については言っていただきた

いということを申し上げて終わります。 

○【関口 博委員】 大綱的にちょっと聞きたいんですけども、数字的に見ると、さっきの中期財政

収支見通しの数字を見るとわかりやすいのかと思うんで、そちらのほうで見ながら大綱的に質疑をし

たいんですけれども、収支で約６億円ぐらいマイナスになるんで、そうすると財政調整基金等の取り

崩し及び健全化の取り組みなどにより対応するというふうに書いてあるんですね。たしか予算の説明

のときに、健全化の取り組みというのは1,300万円ぐらいだというふうに伺ったように記憶するんで

すけれども、これについてはそれで。ということは、あとは財調でやるということで考えているとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 当初予算の事前の御説明のときにお話ししたその1,300万円というのは、

事務事業の見直し等によりまして出てきた健全化額でございます。そのほかに、例えば交通安全施設、

街路灯のＬＥＤ化によります効果額が5,000万円等ございますので、健全化の効果額全体としては、

この予算に反映させていただいているものは6,400万円弱ぐらいということになります。これに加え

て、この先も新たなものをやっていきながら、収支均衡でやれるかどうかなんですけども、財政調整

基金に入れながら、健全化しながら対応してまいりたいと考えております。 

○【関口 博委員】 わかりました。1,300万円というのは事務事業の見直しということで、全体的
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には6,400万円ということですね、今のところ。そうすると、今の中期財政見通しの中で、財調の残

高が19億5,000万円あるわけですよね。それで、経常収支比率のほうを見ると19年度が99.3％という

ことなんですけれども、たしか2011年ぐらいのときは財調の残高というのは十一、二億ぐらいだった

と思うんです。やはり中期の見通しをすると、財調がだんだん減っていって５億円ぐらいになると。

同じような表になってくるんですけれども、そうすると、2011年度ぐらいだと十一、二億の財調があ

ったのが、19億円にふえているという中で、これ、積み足していってたわけですけれども、それにも

かかわらず経常収支比率が99.3％というふうに随分上がっていますよね。ここの関係というのがちょ

っと見えないんですけれども、どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 財政調整基金の残高と経常収支比率は必ずしもリンクはしていないところ

なんですけれども、この中期収支見通しにおける経常収支比率の見通しなんですけれども、基本的に

は予算ベースの歳入歳出を用いて試算はしております。ただし、決算では歳入は予算を上振れて、歳

出は予算を下回るということから、決算の段階ではこの数値より低くなることが想定されます。その

差額がある意味財調に積まれているといったこともあろうかと思います。 

 また、そのほかの数値としましては、退職手当の増減ですとか、あと、先ほど質疑のあった市町村

総合交付金については、政策予算への充当が少ない場合は経常予算のほうに充当するといったちょっ

とテクニカルなところがありまして、そうすると経常収支比率が下がってくるといったテクニカルな

ところもあるので、そうするとなかなか数値としては見にくいかなと思うんですが、そういうような

感じでございます。 

○【関口 博委員】 ただいまの説明で、決算ベースでやるというのは当然なんで、決算ベースで財

調に積むということが起こるというのはそのとおりだと思うんだけども、経常収支比率が非常に高く

なっているということ、これは一時期95％ぐらいかな、少し正常に戻っていくというのは、あれは下

水道の平準化でなっていったということがあると思うんですけれども、今回99％になっているという

のは、もう少し詰めて質疑したいなというふうに思いました。今の説明、ありがとうございます。 

 それと、秋の消費税10％になることによって、今回の予算では全く反映してないということでよか

ったんですかね。 

○【黒澤政策経営課長】 10％の税率改定の影響でございますが、さまざま反映しております。まず、

純粋な税率の改定という視点からは、先ほども申し上げましたが、歳入側で期待されていました地方

消費税交付金がまず増にはなってないと。これはさまざまな配分変更で都市部が不利になっていると

いうことと、これも先に申し上げましたが、申告と清算、それから実際の交付金の配付と、その日程

がいろいろ複雑なんですけども、11月30日が土曜日であるということによりまして申告日がずれて、

それが翌年度分に回ってしまうという暦日要因といった影響もあります。 

 歳出側でございますが、物件費、それから維持補修費、それから普通建設事業費で影響を受けます。

これは８％から10％です。これは半年ずつなんですけれども、４月から９月と、10月から３月。歳出

予算というのは、その性質上、安全側で組まれる傾向にあるといったこともありますので、あと下半

期に支払い時期を迎える委託ですとか工事が大半であることを考慮して試算しますと、およそその税

率改定の分で9,000万円程度支出がふえているであろうというふうに見ております。 

 それから、制度変更面から見ますと、税制改正が同時に行われますので、軽自動車税において環境

性能割が導入され、およそ100万円余りの増、それから、同じく環境性能割交付金の創設がありまし

て1,000万円の歳入増、それから、一方で自動車取得税交付金が廃止になりますので、これが3,500万
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円の減、自動車税、軽自動車税の臨時減税補塡分としまして地方特例交付金で1,000万円の増を見て

おります。もろもろ申し上げましたが、差し引きで言いますと1,400万円弱程度の税の制度変更でマ

イナス、トータルしますと１億円ぐらいのマイナスの収支であるというふうに見ています。このほか

に、さっきの答弁ありました幼児教育、保育の無償化等がまた別途あるといった形でございます。 

○【関口 博委員】 消費税のアップによって都市部は減になるという話で、今１億円もマイナスに

なるという話をされたんですけども、非常に大きな問題だなというふうに思うんです。これは予算書

の22ページの地方消費税交付金だけ見ていても、さっきの話だと都市部が少なくなるということで、

実際に前年度よりも少なくなったんでマイナス5,400万円になるのか、あるいは、いやいやそうじゃ

なくて、違う形でこれは5,400万円マイナスになるというふうに算定しているのか、その辺はいかが

ですか。 

○【黒澤政策経営課長】 もともと大きな影響額としては、平成30年度の地方消費税交付金のときも

あったんですけども、そこの大きな制度の変更でマイナス２億円というのがベースには１つあります。

今回の減につきましては、やはり暦日要因。先ほど申し上げた申告日の関係で翌年度分に回ってしま

う分があるということで、2020年は通年で消費税交付金は入ってきますが、通年で入ってくるときに

は2.4億円の増を見ております。 

○【関口 博委員】 今2.4億円の増というのは、今までの状態で通年であればということね。消費

税10％アップによってそういうふうになるということではないですよね。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません。10％アップ分が通年で入ってきて2.4億円増という

ふうに見ております。 

○【関口 博委員】 ということは、さっき都市部では消費税のアップについてはマイナスの方向に

なっていくと言ってたけども、国立市は2.4億円アップするというふうに考えていいんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 10月に改定をされるということですから、それ以降の……。（「いやいや、

違う違う、１年間で」と呼ぶ者あり）１年間で見ますと、国立市としては2.4億円の増を見ておりま

す。これは税率の改定の影響です。ただし、大もとの消費税の分配につきましては、これまで何度も

何度も都市部は不利な改正を受けてあおりを受けておりますので、そういったものがなかったとした

らもっと大きな増収が見込まれたという、そういうことでございます。 

○【重松朋宏委員】 私からも何点か質疑します。予算書の23ページの森林環境譲与税約180万円の

使途について伺います。2019年の税制改正大綱ですと、市町村に対して干ばつや人材育成担い手の確

保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないこと

と、使途等の公表が義務づけられています。そこでお伺いしますけれども、国立市はどういう使途に

するのか、あと公表をどのようにするのか。 

○【大谷俊樹委員長】 先に入る理由を質疑してよ。だから、何の理由で入っているか聞いてから。 

○【重松朋宏委員】 予算書の23ページで、今度新しく入ってくる森林環境譲与税の使途が決まって

いる目的税で、しかも公表が義務づけられているので、国立市はどうするのか伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらにつきましては、森林教育という観点から、北秋田市との子どもた

ちの交流事業に充てていく予定でございます。 

○【重松朋宏委員】 税制改正大綱は、はっきりと木材利用の促進や普及啓発とあるので、森林教育

ってかなり無理があるんじゃないかなと思うですけれども、大丈夫なのかということと、それから、

ほかの自治体ですと基金に積んで、毎年使うんじゃなくて、どっかできちんと使ったり、あるいは交
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流自治体で森林整備を行って、そこの交流自治体の森をすると。さらに、温室効果ガスの吸収源とし

てカウントするというようなやり方をしているところもありますし、国立市の公共施設の木材利用だ

とか、あるいは保存樹木や保存樹林、国立市は微々たるものしか補助できないような、そういうとこ

ろにしっかりと使っていったほうが明確でアピールもできると思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

○【黒澤政策経営課長】 御心配いただいておりますけれども、森林教育の関係で使っていいかとい

うところにつきましては、国の説明会等でも大丈夫だということで聞いておりますし、ほかの市でも

そういった使い方をするところはございます。北秋田市はほとんどが森林でございますので、そうい

ったところで自然の体験等をしてきてもらえばと思います。その上で、確かに委員さんおっしゃった

とおり、これは余ったら基金化をするのか望ましいよといったお話がありますので、決算を迎えた段

階で、都市計画事業基金と同様に、これに関する基金という、いわゆる余ったものを入れる箱の基金

を条例提案させていただかなきゃいけないかなと思っています。そういったものをためていきまして、

委員さんがおっしゃったような使い道に使っていくということも当然考えられます。 

 というのは、この先は段階的にもう少しふえていく見込みのこの譲与税となっておりますので、15

年かけて段階的に配分額がふえていく見込みです。ですから、今の考えている事業だけでは恐らく余

ってまいりますので、その際には、今委員さんから御提案があったようなことも考えてまいりたいと

いうふうに思っております。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございます。委員長もありがとうございます。同じく予算書の22か

ら23ページで、自動車取得税が今度廃止されて、同じく22から25ページの環境性能割に振り替えられ

ていくということにこれからなっていきます。議長会などを含めた自治体サイドと自動車業界との綱

引きがこの間ずっとあって、うまく落としどころに落ちたというように聞いているんですけれども、

予算書を見ますと、2019年度は自動車取得税が3,500万円減って、環境性能割が軽自動車を含めて

1,100万円入ってくると。トータルで2,000万円ぐらいのマイナスになるんですけれども、これ、通年

だともっと大幅マイナスになっていくということなんでしょうか。 

○【山田課税課長】 環境性能割に関しましては、今までの自動車取得税というのは都税でございま

したので、市には全く入ってきてなかったものが、環境性能割という形で市税も創設されたというこ

とです。 

○【重松朋宏委員】 自動車取得税交付金です。交付金が結構減っているので、結局トータルだと国

立市はかなりマイナスになってしまっているんじゃないかなと。2019年は10月からの消費税アップで

すけれども、2020年以降は結構なマイナスになってしまうんじゃないかという危惧があるんですけれ

ども、そうなるのか、あるいは何らかの措置がされそうなのか、わからなければわからないで結構で

す。 

○【山田課税課長】 申しわけございません、譲与税との比較はしてございませんでした。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。じゃ、残り３分で。同じく22ページの都市計画税についてです。

これも目的税でして、都市計画事業に充てるんですけれども、252ページ以降の都市計画費に何でも

充てられるわけではなくて、事業が決まっていると。 

 資料№41をつくっていただきました。基金の見通しを見ますと、ほかの基金がかなり減らしていく

中で、都市計画事業基金は順調に積み立てています。ですから、８年後でも約７億円なので、もし仮

に市施行の都市計画道路ですとか、国立駅南口の駅前広場整備ですとか、下水道のインフラの長寿命
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化ですとか、南武線の高架化など着手したら、多分一つ一つの事業で、通年単位で一般財源は億単位

で出ていってしまうものなので、これでも足りないんじゃないかなと思うんです。そこで、きちんと

いつから何を、こういう目的で進めていくということを明確にした上で、私は次の税率改定の機会に

きちんと法定税率に戻して、その分を計画的に今から基金に積み立てていったほうがいいんじゃない

かなと思いますけれども、その考えについていかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 資料№41では、御指摘のとおり8,000万円ずつ伸びておりますが、恐らく

決算を迎えた段階ではもう少し余ってくるのじゃないかと見ております。委員さん御指摘のとおり、

これはずっと積み立てる、また税率を上げて積んでいく、そうしたことによって後々に備えていくと

いった財政運営ができればいいんですけれども、実は総務省の通知の中では、剰余金が数年にわたっ

て生じるような状況になった場合においては、税率の見直し等の適切な措置を講じなければならない

といったことがありますので、その辺の計画事業等の見合いで、税率をどうするのかというのは、次

回の改定のときに考えてまいりたいと思っております。 

○【重松朋宏委員】 総務省の通達というのは、基金に積み立てる事業がなくて剰余金がどんどん膨

れ上がっていくというのは好ましくないから基金をつくったんじゃなかったんでしたっけ。基金をつ

くっても、なおかつそこに積んでいくのは余り望ましくないということなんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 数年にわたる譲与金というのが、数年というのが何年かということはある

んですけれども、税率を変えないままでずっと積み続けていくのは好ましくないんではないかという

ふうには考えています。 

 一方で、これまでのもっと充当率が低いときに多額の一般財源を投入してきたという経緯がありま

すので、その辺の見合いも考えながら、適正な税率はどこにするのかということを次回の改定時に考

えてまいります。 

○【重松朋宏委員】 次回の改定がたしか2020年の12月議会なんで、まだちょっと時間があるのでし

っかりと考えていただければと思います。ちなみに、増税ということになるんですけれども、納税義

務者１世帯当たりの年間の負担増が3,000円ちょっとです。税収が１億4,000万円ぐらいふえてくるわ

けですので、社会保険料などと違って資産課税なので、累進性がないものですので、こういうところ

はしっかりと、そのためにも、国立市はいつから、どういう事業、こういう必要性があってやってい

くんですよ、だから積み立てて負担もお願いするんですよということを明確にしていっていただけれ

ばと思います。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで休憩に入ります。 

午後３時６分休憩 

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

午後３時２０分再開 

○【大谷俊樹委員長】 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。青木淳子委員。 

○【青木淳子委員】 何点か質疑をさせていただきます。まず１点目、35ページ、風しん抗体検査事

業委託金763万4,000円出ております。これは私も一般質問させていただきましたけども、これは国か

ら100％という理解でよろしいでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの風しん抗体検査事業委託金になりますけども、こちらは東京都

からの委託事業でございますので、10分の10、東京都から委託金をいただいて実施しております。 
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○【青木淳子委員】 ありがとうございます。予防接種ですけれども、これはどちらに入っているか、

ちょっと教えていただけますか。 

○【山本子育て支援課長】 抗体検査の結果、抗体価の低い方につきましては予防接種を受けていた

だくことになりますけど、こちらにつきましては、31ページの下段のほうの保健衛生費補助金の２番、

医療保健政策区市町村包括補助事業補助金、こちらのほうで２分の１東京都から補助をいただいてい

る形になります。 

○【青木淳子委員】 わかりました。いずれにしても全額または半分、東京都から補助が出ておりま

す。しっかりとこれは力を入れてやっていきたいというあらわれかなと思いますけれども、やはりこ

れはしっかり休日夜間も含めて、定期健診も含めて、医師会と協議はどの辺まで進んでいるのかお尋

ねいたします。 

○【山本子育て支援課長】 今質疑委員からおっしゃっていただきました特定健診ですとか、夜間休

日診療、こちらで受けられるようにというのが、こちらの東京都の事業とまた別の、国のほうの追加

の風しん対策検査になります。こちらにつきましては、39歳から56歳の男性につきまして、定期健診

で無料で受けていただくといった事業になりますけれども、そちらに関しましては、今健康増進課と

ともに医師会のほうと今後協議を行わさせていただきたいというふうには考えているところでござい

ます。以上になります。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。医師会の方には本当に御協力いただくことになるかと

思いますので、ぜひ丁寧に協議を進めて、前に進めていただきたいと思います。 

 それでは２点目、先ほどの他の委員も質疑ありましたが、39ページの38番、雑入の区市町村観光イ

ンフラ整備支援補助金998万6,000円、39番が建造物等のライトアップモデル事業費助成金425万3,000

円出ております。先ほどの質疑の中で、インフラ整備支援は、観光案内とか、パンフレットの多言語

をするためというようなお話がありました。建造物等のライトアップモデル事業費助成金、これはど

ういった目的で助成金を獲得したのか教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 御答弁申し上げます。この建造物のライトアップモデル事業助成という

のは、常設の新たなライトアップモデル事業に対して東京都の観光財団が市町村に助成するものでし

て、このたびは旧駅舎のライトアップに関しまして申請をする考えでおります。以上です。 

○【青木淳子委員】 それぞれ補助率を教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 インフラ整備支援が２分の１以内、ライトアップモデルが３分の２以内

となってございます。以上です。 

○【青木淳子委員】 どちらも旧国立駅舎再築時期に当たり、魅力的な旧駅舎にするために、このよ

うな補助金、助成金を獲得したということが確認できました。この旧国立駅舎、大分でき上がってま

いりまして、市民の皆さんから、あの大きな姿を見ますと、一般財源使ってないですよねというよう

な確認をいただきます。公明党は、これは一般財源ではなく、多くの補助金や寄附を使って再築する

というふうに、そこで賛成をさせていただきました。当初、社会資本整備総合交付金、また国立駅周

辺整備基金からこの再築事業費を使うということでしたけれども、もう一度確認いたしますが、それ

でよろしかったですか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 今おっしゃっていただきましたように、再築事業につきましては、

今いただきました国の社会資本整備総合交付金ですとか、あと寄附等を原資としています基金ですと

か、今回のこの補助金等を使いまして、一般財源を使わない形で事業を進めております。以上です。 
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○【青木淳子委員】 一般財源は使わないということが確認できてよかったです。先ほど何人かの質

疑の中でも、国立駅再築の寄附が２月16日現在１億7,093万円集まった。また、36ページの繰入金の

ところです。国立駅周辺整備基金繰入金、これも１億4,116万8,000円ということでしたので、かなり

金額が大きくなっているかなと思うんですけれども、これはどのくらいになっているか教えていただ

けますか。総額ですね。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 済みません、基金の残高という形でよろしいでしょうか。（「は

い」と呼ぶ者あり）随時、こちらにつきましては寄附を積んでおったりとか、あと、南口修復施設用

地のところで駐車場経営等をしておりまして、そちらの収入を積んでいる等いたしておりまして、30

年度末の見込みが、９億円程度を見込んでいるところとなります。以上です。 

○【青木淳子委員】 わかりました。では、十分な旧国立……。済みません。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 申しわけございません。今のは累計で９億円ぐらいになりまして、

済みません、残高の見込みにつきましては、30年度末２億9,000万円程度を見込んでいるところとな

ります。以上です。 

○【青木淳子委員】 その中でも十分に国立駅周辺整備基金と社会資本整備総合交付金を使って、一

般財源を使わないということで、もう一度再度確認しますが、歳出事業費は済んでいるということで

よろしいでしょうか。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 おっしゃっていただきましたように、先ほどの東京都観光財団の補

助金等も活用しまして、できるだけこの基金についても残す方向で進めていきたいと考えておりまし

て、これにつきましては事後の国立駅周辺整備事業に用いていきたいというふうに考えております。

以上です。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。やはり魅力ある旧国立駅舎、これは人を呼び込むため

の大事な観光資源となるというふうに考えます。いろいろ考えて、あちこちから助成金や補助金を探

して、このような形の事業がされるということがよく理解できました。これは高く評価していきたい

と思います。今後もこのような姿勢で取り組んでいただきたいと思います。以上です。 

○【小口俊明委員】 それでは、私のほうからも幾つか質疑をさせていただきます。提案説明に対し

てというところです。予算書で言いますと３ページに、歳入歳出予算の総額ということで、その予算

規模が数字として記述があります。304億円余りということでありますけれども、これは平成30年度

比、提案説明及び先ほど来の答弁も含めて思い起こすと、約10億円の減という説明でありました。そ

の事由ということで、３・４・10号線の用地買収の関連、それが終わったということですとか、ある

いは市債も下がったというようなところでありました。 

 で、いうことであれば、事務方のトップであります副市長に伺いますけれども、今回の平成31年度

の予算、その予算規模ということでは304億円余り、約304億円ということであります。この一般会計

の予算規模というものが、国立市にとって、あるいは国立市が考える行政運営、また市民への適切な

サービス、市民の安心安全、また、まちづくり全体を通して考えたときに、この304億円というのは

適切であると考えるのか、あるいは、今後、将来、もう少し市民サービスを充実していこうと考える

のか、あるいはもう少し身軽な行政運営という方向にかじを切るのか、今の段階において、どのよう

なお考えを持って今回の平成31年度304億円規模の予算を提案されているのか、これを確認したいと

思います。 

○【竹内副市長】 それでは、３つの観点からお答えしたいなと思いますが、１点目は、今回の予算
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規模というのは、前年度と比較して、委員おっしゃられるとおりに、３・４・10号線の事業規模が影

響してこれだけ小さくなったということなんですが、つまり、普通建設事業の大規模なものが１つあ

るかないかで大きく影響されるような予算規模であるという認識がまず１つございます。 

 それから２つ目としては、先ほど来、実施計画のフレームの議論をしておりますけれども、当面の

実施計画期間においては、これぐらいの財政規模を見通して、私自身は１つのベンチマークだと思っ

ています。現状のサービスプラスアルファを今後サービス提供する中で、この規模であればまあまあ

行けるだろうという１つのベンチマークとして示しているのが実施計画なので、当面はこの規模で行

くんだろうなというのが２つ目の答えでございます。 

 ３つ目ですけれども、どれぐらいの規模が適正かという話なんですが、これは非常に難しいんです

が、政策経営課長とも若干意見交換したことありますけれども、深くはやっていないんですが、私の

中では、実は武蔵野市というのを１つの標準と考えてはどうかという考え方がございます。これは２

年前に国立市へ来たときに、実は都市計画課の職員に宿題として与えてありまして、武蔵野市の都市

構造を分析し、どういう財政構造になっているのかを見てほしいと。つまり、武蔵野市の財政って物

すごく豊かで安定的なんですね。土地利用を見ると、かなり国立市と武蔵野市の違いがわかってきま

した。これは端的に言うと人口密度の違いです。国立市は平方キロで約9,500人、武蔵野市はたしか

１万4,000人弱ぐらいなんです。というぐらい人口密度が違うと。したがって、市民税のベースでま

ず違いが出てくる。それから、地価の違いで固定資産税の違いが出てくる。それから、有力な法人が

あるかないかの違いが出てくる。こういうものを冷静に、武蔵野市という非常に優秀な市といいます

か、安定した市と国立市を比べて、一体どこを補強すれば安定的になっていくのかという視点を持ち

たいなというふうに持っています。 

 これ、 後にしますけれども、私自身としては、人口密度のどのレベルが適正なのかということを

ぜひ考えてみたいと思っています。１平方キロメートル当たり約9,500人というのが密度として好ま

しいのか好ましくないのか。これを例えば１万人にするとしたら、どこの部分にどう人口を張りつけ

ていくのか。恐らく富士見台のまちづくりの今回の１つの論点は、そういうところにもあると思って

います。 

 それから、南部の開発においても、どこをどのレベルで居住とするのか。法人が立地するのかとい

うことはあると思いますが、どのようにそれを誘導していくかというのが１つのポイントだというふ

うに思っております。 

 で、御質疑に対する答えですけれども、そういう意味では、長期的にはこれくらいの財政規模が好

ましいとはなかなか言えませんけれども、人口規模であるとか、密度の問題であるとか、法人の立地

の関係であるとか、そういうことを少し詰めて考えていきたいなというふうには思っております。 

○【小口俊明委員】 おおむね今のところ約300億円前後というのは、取り立てて大きくこれを変え

ていく方向性ではなさそうだなというふうに思ったわけでありますけれども、今、武蔵野市を標準と

見て、国立市はどういう位置にあるのかというのを分析的に検討していくというところを進めている

というお話でありましたけれども、国立市において、この人口密度ということ、これを標準である武

蔵野市と比較をして、どちらの方向性に近づけていって、国立市の独自性を出していこうと、そうい

う方向性は持ち合わせていらっしゃいますか。 

○【竹内副市長】 もう少し細かく言いますと、実は国立地区と北地区については、ほぼ武蔵野市と

同じ人口密度です。非常に密度が高い。富士見台は、団地を中心にして、やや下回るような密度。南
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部が決定的にやっぱり密度が低いんですね。ここの自然を残しながら、どのようにその土地利用を転

換していくか、あるいは次の形にしていくかというのは考えどころだなというふうに思っております。

その点に実は大きくかかわっているなというふうに個人的には思っております。 

○【小口俊明委員】 南部地域における非常に豊かな自然を残しながら、どう住民が共存していくの

かというところかと思いますけれども、そうした中でも、今副市長のお考えでは、この南部地域にお

いては人口密度を大きくしていく、ふやしていく方向性を持っての自然との共生、そういう考え方と

捉えてよろしいんですか。 

○【竹内副市長】 今後の検討になると思いますが、増方向で検討してみたいということです。どこ

までその密度を上げることが可能かということですね。どこまでも上げればいいというものではない

と思っていますけれども、どこまで可能かというのは研究してみたいと思います。 

○【小口俊明委員】 そうなりますと、いわゆる南部に住んでいる多くの委員も言っている、私も言

っておりますけれども、南部地域の都市基盤整備のおくれというものを、ここをしっかりと手を入れ

ていかなきゃいけないんだろうというふうに思うわけでありまして、その部分においての市長の、そ

して今副市長から答弁があった、こういった全体感の中での行政のかじ取りという意味での長のお考

えを伺いたいと思います。 

○【永見市長】 都市基盤整備ということに限ってでよろしゅうございますか。それとも全体感で。

（「全体感」と呼ぶ者あり）全体感。今１つのモデルを副市長は話したと思っております。ただ、こ

れは庁内的に全てオーソライズされているわけでもありませんし、研究のテーマだろうというふうに

思います。とりわけ南部地域は準工業地域が多くある。一方で、耕作をして優良な農地を残していか

なければいけないという課題があります。それに湧水やハケ、先ほどお話がありました緑、これも保

全しながら、当市の価値を高めていかなきゃいけないという課題があります。 

 そういう中で、今自然的にかなり昔の乗馬クラブであったところが戸建て住宅になっていくとか、

ある意味で言うと誘導性がなしに宅地化が進んでいるということがあります。ですから、もう少しそ

ういうところのまちづくりのあり方を、理念をもう少し明確にしていく必要があるだろう。その中で

終的に判断をきちっと、住まわれている方々との意見交換とか、議会との意見交換を含めてどうあ

るべきかという議論をしていかなきゃいけない。 

 もう一方で、やはり富士見台地域は、これは既に基盤が整った地域でございまして、しかも、なお

かつ高齢化が進んでいて、団地で限って言えば空室率も非常に高い、高齢化率も高いとなりますと、

ここをどう再生するかということ、これは今ビジョンから次の段階へ移っておりますけど、ここをま

ずきちっとあり方を定めて、そして国立市全体をどうしていくかということを次の段階で検討してい

くということが妥当かなと考えているところでございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。市長のお考えも伺いました。しっかり方針を持って取り組んで

いっていただきたいと思います。 

 それでは、歳入ということで伺いますけれども、予算書の22ページになります。国有資産等所在市

町村交付金であります。これは以前にも過去の予算特別委員会で確認をしたこともあったんですけれ

ども、これまで過去２年間、平成30年度の予算の段階、また29年度の予算の段階、続けて減ってきて

いました。ところが、今回見るとプラスになっていました。ここの要因というか、なぜこういう傾向

が変わってきたのかというのを、今回特別な状況であるのか説明を求めたいと思います。 

○【山田課税課長】 こちらは、本来ですと固定資産が課税されない国有資産であるとか都資産に関
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しまして、その課税されない分を補っていただくというものの交付金でございます。その中で、この

たびは矢川都営の新設がございましたので、その分がふえてございます。 

○【小口俊明委員】 矢川都営の新設ということは、今、矢川都営はまだ全てが建てかわっていなく

て、工事の途中であります。ということは、来年度という平成32年度、あるいは33年度、今後将来的

にわたってもこれはふえていく傾向にあるというふうに見てよろしいのかどうかを伺います。 

○【山田課税課長】 竣工の時期がわかり次第、積算してまいります。ただし、新たな建物とかが建

たない場合は、こちらは減価償却もございますので、微妙に減っていくということもございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。そうすると、平成31年度じゃなくて、将来の話に関連で聞きま

すけれども、先ほど市長のほうからもお話のあった富士見台、ここには大きくＵＲというところもあ

ったり、そういったことの関連で、将来的にもこの辺の、ここで言っている国有資産等所在地市町村

交付金というのは、ＵＲに関して言うと、これは都営じゃないんですけど、関連が出てくるのかどう

か、これは今の段階の判断ではどうでしょうか。 

○【山田課税課長】 申し上げございません、こちら積算の表を見ますとＵＲは入ってございません

でしたので、一般の固定資産になっているかと思います。 

○【小口俊明委員】 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、続いて別のテーマで伺いますけれども、先ほど他の委員の質疑の中で、補助金等に関し

て、これは積極的に獲得をしてくるというお考えの答弁があったかと思います。過去の事例で、国立

市の職員の方が上部団体等に行ってプレゼンをして、国立市、こういう意欲的な施策を持っているの

で、ぜひこの補助金をもらいたいということをなさって、それで獲得してきたという非常に意欲的な

報告も伺ったことがありました。こういった国立市の職員さんの風土、あるいは資質やら、日常の業

務への取り組みの姿勢、この辺を非常に私はこれまでも評価してきたわけでありますけれども、平成

31年度に、このような意気込みでまた補助金を獲得していく、そういった業務、あるいは活動に取り

組みを進めていかれるのか、この予算を生かしてどのような活動をしていくのか伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 補助金の獲得は、全庁を挙げて、各それぞれの担当で一生懸命やってまい

りたいと思います。お褒めいただいた件は、東京都市町村総合交付金の地域特選枠という、その地域

で特色ある事業に対するプレゼンでございまして、こちらについても、平成30年度につきましては、

平成29年度よりも多くの補助金をいただける見込みとなりました。引き続き、平成31年度につきまし

ても国立市の特徴を東京都にＰＲして、より多くの総合交付金の特選枠をいただけるように努力して

まいります。以上でございます。 

○【小口俊明委員】 何か具体的なものがありますか。こういったテーマでというようなの。 

○【黒澤政策経営課長】 平成31年度予算においては、本田家の保存事業を中心に考えているところ

でございます。 

○【小口俊明委員】 ありがとうございます。 

○【中川喜美代委員】 私にとって 後の予算特別委員会なんですけれども、市長は施政方針の中で

も、選挙公約に基づいて、５つの柱に基づいて、「産んでよし、育ててよしのまちくにたち」とか、

ずっと５つのシリーズで述べておられますけども、やっぱり私が一市民になった場合、何を国立市に

求めるかなって考えた場合、いろんな市民サービスの充実も当然なんですけども、その一番根底にな

る「持続可能なまち くにたち」、これを一番市民としては望みたいところなんですね。 

 そうした中で、今回のこの中期財政収支見通しとかを見ると、すごく暗い気持ちになってきたんで
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すね。まず、これの１ページに、国立市は３年ぶりに交付団体になりますと書いてあります。先ほど

の説明で、普通交付税が5,000万円、特別交付税が１億円で、全体で１億5,000万円になりました。こ

れの簡単に理由を教えていただけますか。 

○【黒澤政策経営課長】 私もできれば明るい話をしたいとは思っているところでございますが、実

は、平成30年度につきましても、この２月になりまして、国から普通交付税の交付がございました。

これが554万8,000円というわずかでございますが、２月に交付団体になっております。本当にわずか

なところだったんですが、平成31年度当初予算におきましては、財源不足額がより広がると見ており

ます。これは、やはり収入額のほうでは消費税交付金が減になってしまうというところ、基準財政需

要額のところでは保育所関連ですとか高齢者関連経費の増がかなりございますので、その関係で、差

し引きしますと5,000万円ほど収入不足、歳入不足ということで、その分の交付を受けるだろうと、

そのような見込みでございます。 

○【中川喜美代委員】 先ほど副市長から、武蔵野市の例を取られましたけれども、国立市も、２年

間ですけども、不交付団体になったということで、ある意味私は国立ブランドみたいな、財政の勉強

会へ行っても、ああ、国立ですねと言われるような思いをしていたんですけども、30年度で500万円、

今回31年度で5,000万円ということで不交付団体になる。これは5,000万円だけではなくて、特別交付

税も連動して１億4,300万円で、30年度のものが１億円になるという、連動するので１億円アップす

るというようなことなんですけども、それはそれで、ブランドばっかりにこだわってはいけない。や

っぱり来るものはもらわなきゃいけないのかなというふうには思うんですけれどもね。 

 そうした中で、この中期財政収支見通し、先ほどもありましたけれども、経常収支比率が2019年度

99.3％になっていますね。昨年、30年度の予算特別委員会での中期財政収支見通しの数字は、2019年

度の経常収支比率は94.6％ってありました。先ほども幼児教育無償化だなんだいろいろありましたけ

れども、１ポイントで１億5,000万円と言われている中で、この94.6％というふうに予測していたも

のがなぜ99.3％になるのか。平成30年度、2018年度決算はこれからですけれども、平成29年度の経常

収支比率は95％なんですね。その前、28年度は92.7％だったんですね。これがどうして99.3％になる

のか。それはどういうふうな計算の見積りでこんなふうになったのかを教えてください。 

○【黒澤政策経営課長】 これは、やはり大きなものは地方消費税交付金の算定でございます。これ

が、平成30年度に算定したときには、10月で半分入ってくるとはいえ、もっと入ってくるだろうとい

うふうに見ておりました。ところが、実際にはその分余り入ってこないどころか、全体としてマイナ

スになってしまった。ここが１つ大きな誤算であったと思います。 

 また、一方では、需要額が思ったりより伸びております。社会福祉関係が。このようなことで歳入

が減、歳出が増ということで、両方のマイナスが加わった結果、このような形になったというふうに

算定しております。 

○【中川喜美代委員】 その地方消費税交付金がマイナスになったと、これは30年度では予測ができ

ないことなんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは、本当に毎年度のように、先ほどから繰り返し申し上げております

が、大都市、特に東京に不利な算定方法の改定が行われております。かつては、就業人口、つまり働

いている人の数を中心にやっていたものが、単純な人口で割られるようになったことにより、やっぱ

り東京が不利。また、その算定の基礎となる経済センサスというものがありますけれども、そこの企

業についても、東京に多く集積しているような企業が算定から外されております。例えば人材派遣会
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社であるとか、各種コンサルティング会社ですとか、東京に多くの本社があるようなところが算定か

ら除かれる。そのようなさまざまな改定がありまして、地方消費税交付金自体が、東京都に入ってく

る分がどんどん下がっております。そのようなことがありまして、当然国立市も影響を受けた、その

ようなことでございます。 

○【中川喜美代委員】 今のさまざまな理由で、主に地方消費税交付金の減ということが大きな理由

だというふうに言われましたけれども、ぜひ、この99.3％、31年度の決算でどのぐらいの数字が出る

か楽しみにしていますけれども、ぜひ圧縮するようにしていただきたいと思います。 

 もう時間がなくなったんですけれども、「持続可能なまち くにたち」の実現をしますという中で、

今度は行財政改革プラン、新たなものをつくるということで、ここの中で、歳入増について、どうい

うふうなことを今考えておられるのか、ざっくりでいいですので答えていただけますか。以上。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません。ちょっと今これだというものはなかなか難しいんで

すけれども、平成30年度から取り組んでおります事業者提案制度や自動販売機といった細々したもの、

また、寄附制度のさらなる拡充等を目指しまして、ありとあらゆる知恵を絞っていかないと、なかな

か歳入増というのは難しいと考えておりますので、１年間かけてしっかり検討してまいりたいと考え

ております。 

○【中川喜美代委員】 はい、終わります。 

○【石井めぐみ委員】 それでは何点か質疑させてください。まずちょっと確認なんですけれども、

済みません。25ページの地方特例交付金の子ども・子育て支援臨時交付金とあります。これ、先ほど

の説明で、無償化のためのものが３つぐらいの事業に分かれたというのはわかるんですけど、臨時交

付金ということ、これは臨時的なお金ということですか。これはずっと出ないということで解釈して

いいんですか。 

○【松葉児童青少年課長】 来年度、この臨時交付金という名称が残るかどうかというのはちょっと

わかりませんけれども、平成31年度10月から無償化は始まります。４月から９月分については、これ

れまでどおり保護者の方に負担をしていただきます。10月から無償化。紆余曲折があって３分の１、

３分の１、３分の１という考え方が、国が２分の１、都で４分の１、４分の１という形に変わりまし

た。ただし、30年度の下半期については、国が全額負担をしますよということで入ってきているお金

ですので、名称としては残るかもしれません。金額としては、当然変動があるかというふうに思って

おります。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。そうすると、金額としては、その後からどのくらいの影響が

あるというふうに思われますか。これは計算はされていますか。 

○【松葉児童青少年課長】 平成31年の下半期については無償化なので、総額として約３億9,000万

円程度のお金が無償化のことで入ってきます。ただ、来年、例えば32年度、通年ベースで見ていきま

すと、歳入としては、予想ですが、500万円程度の歳入増になるというふうに。（「増に」と呼ぶ者

あり）はい。なぜかと言いますと、公立については10分の10市が負担ですが、私立については、これ

まで国が定める保育料を上限として市が定めていいですよと言って保育料を定めています。ですので、

市は大体２分の１程度の保育料を取っています。２分の１は保護者から負担していただいて、残りの

半分を国が２分の１、東京都が４分の１と４分の１としていますが、無償化になるとこの分を全部国

基準として無償化として見ますので、全体として私立の部分は大きく歳入が入ってくるというような

見込みになりますので、総額としてはマイナスになることはないのかというふうに思っています。た
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だ、収入に応じてですとか、園の人数によって変動ということはあるかというふうに思っております。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。まだ不確定な部分があるかと思いますが、これについてはよ

くわかりました。 

 そうしましたら、済みません、21ページの固定資産税です。先ほど来、何人かの委員さんが歳入増

の部分で、やっぱり期待できるのが法人税と固定資産税ということなんですけれども、この固定資産

税、一般質問でも質問はさせていただいたんですが、実は企業さんのほうでは国立市で土地を探して

いるところがとても多くて、ただ、なかなか提供してくださるところがないという話だったんですけ

ど、これについてはどのような取り組みをしていますか。企業に誘致してもらえるような取り組みと

いうのは。 

○【立川南部地域まちづくり課長】 企業誘致促進事業ということで答弁させていただきます。一般

質問でも御質問ありましたとおり、平成20年の制度発足以降、一貫して立地を求める企業様側の要望

というのはある一方で、事業用地の提供ですね、限られた市域内で用地提供という、要は供給側の不

足というのが一貫した傾向でございます。そうした中で、例えば年間を通して相談いただくうちの７

割は立地を求める企業様側の御相談ということがずっと一貫した傾向でございます。ですので、私ど

も、事業用地の提供をお願いするという取り組みを30年度以降強化しております。具体的には事業用

地を提供される方向けのリーフレットを作成して個別に配付する等、取り組んでいきたいと思ってお

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。営業はなかなか難しいかもしれないですけれども、

企業誘致というのは、固定資産税だけじゃなくて、当然法人税のほうでも入ってくるということで、

ここは本当に大切な取り組みだと思うので、もう営業マンになったつもりでちょっと頑張っていただ

きたいなと思います。 

 そうしましたら、あと寄附金のところです。34ページです。ふるさと納税については、多分黒澤課

長が大変頭を悩まされているんじゃないかというふうに思うんですが、これは包括でもって委託して

いる部分と合わせて、プラマイで言ったらプラスにちゃんとなるというふうに考えていらっしゃいま

すか。 

○【黒澤政策経営課長】 プラスになるというふうに考えています。ただ、いわゆる市民の方が他市

に寄附された分の税等の減収ということで見ればマイナスになります。 

○【石井めぐみ委員】 そうですね。確かにそうだと思います。なかなか、国立市の場合、一次産業

品というか、そういうのが少ないので、その返礼品に関しては難しいというふうには思うんですが、

先ほど来おっしゃっているように、目的でもって寄附をしていただくということ、これはすごく大事

だなと思っていて、石川県加賀市の取り組みなんですけれども、アメリカ発のコンピュータークラブ

ハウスという、これを日本で初めて設置して、これにふるさと納税を実は使っているんですよ。これ

はどういうものかというと、子どもたちが、コンピューターを扱えるようなその場所、学校というか、

そういう居場所的なところが用意されて、そこで子どもたちは自由にプログラミングだとか、あとコ

ンピューターを習うんですね。そこから新たな子どもたちの才能を開花させて未来につなげるとかと

いうとってもいい取り組みで、これに対して寄附がたくさん集まっているという話を聞きました。や

っぱり夢のあるものに関しては、恐らく御寄附してくださる方って多いと思うんです。こういうもの

を今のポータルサイトでもって出していくことというのはできるんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 クラウドファンディング型の募集になろうかなと思いますけれども、そう
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いったことも可能でございます。ただ、手数料が別途かかってくるといったことでございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。手数料はかかるかもしれないんですけれども、国立市も諦め

ずに、このふるさと納税のほうはやっていただきたいと思うので、ぜひわかりやすく、夢のあるとこ

ろをアピールしていただいて、ぜひ御寄附を募っていただきたいと思います。 

 もう一点、35ページですか、先ほど来、自動販売機のお話が何回か出ています。以前、財産貸付収

入ということで、その自動販売機、国立の市庁舎にあるものは大変収入があるということだったんで

すけど、外に置くとどのくらい収入があるかわからないということで、これが歳入につながるかどう

かというところで、なかなか難しいという話をいただいていたんですが、今回、黒澤課長が何回か自

動販売機とおっしゃったので、これは歳入増につながるというふうに思っていらっしゃいますか。 

○【黒澤政策経営課長】 当初予算としては計上しておりませんけれども、歳入増になるというふう

に考えております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと要望としてさせていただ

きたいんですけれども、これ、今は都市公園とか公園に設置するという形で考えていらっしゃいます

よね。以前にもお願いをしたんですが、さとのいえの近くとか、城山公園とか、あの辺って本当に実

は自動販売機がないんです。だけど、例えばゴールデンウィークとか、あと夏休みに子どもたちのイ

ベントが大変多くて、熱中症予防という観点からも、ここに自動販売機を置いていただきたいなとい

うふうに思っています。以前は近くにコンビニエンスストアがあったんですが、そのコンビニエンス

ストアも実は閉鎖されてしまって、今何もないんです。以前はファミリーマートがあったんですけど、

矢川の駅のほうまで歩かないと飲み物が買えないような状態になっていて、なかなか……。済みませ

ん、ああそうですね、高柳商店があります。ごめんなさい。一番近いところに確かにあります。失礼

いたしました。はい、そうですね。ありますけれども、子どもたちが大量に遊ぶときには、もしかし

たら足りなくなっちゃうかもしれないので、ぜひお願いしたいと思います。これは子どもたちが遊ん

だりするためというのもあるんですけれども、１つは、災害時の避難場所としての意味もあると思い

ます。そういうときに飲み物が何もないということになると困っちゃいますので、ぜひこれについて、

前回は本当に大変冷たい御回答をいただいたままだったので、ここについては再考をお願いいたしま

す。それでは、以上です。 

○【藤江竜三委員】 それでは、全体的なところで、予算特別委員会資料№52の地方債の残高見込み

に関連してなんですけれども、地方債、市の借金ではあると思うんですけれども、小学校を建てかえ

るといったことや、ほかの基盤整備のときに、どれくらいの期間で借金をするかによって利率とかも

変わってくるかと思うんですけども、そういったところで、どういったのが有利になるかとか、不利

になるかとかと研究とかをされているのかということをちょっと伺いたいなと思っていまして、私と

しては、借金が単純に減っていくというのも美しくは見えるんですけど、いろんな市の資産が古くな

っていくというのも、またそれも負債なのかなというふうにも思いますし、また、ある程度借金をし

てキャッシュを残しておくという考え方もできるのかなというふうに思いますと、そういった有利な

金利で借りていくあり方というのは、今後どのように考えているのかというところを少し示しておい

ていただきたいんですけれども。 

○【黒澤政策経営課長】 やはりこれは短い期間で借りたほうが金利自体は安くなります。ただし、

短い期間で借りるということですから、各年度ごとの負担は大きくなります。そのあたりの財政的な

運営の面と、それから、当然起債を充てるものの耐用年数とのバランスで最も有利な形での起債を組
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んでいるといったことがございます。今は結構10年で組みまして、この低金利なところを利用してい

ることが多うございます。以上でございます。 

○【藤江竜三委員】 やはり基本的にはいつかインフレになるんじゃないのかなということを考えま

すと、なるべく金利が低い中で、なるべく長い期間というのが私はよいのかなというふうに考えます。

そのあたり、ぜひともまた研究を重ねていただいて、有利な資金調達なども考えていっていただきた

いと思います。 

 それと、見直し及び財政健全化の取り組み一覧表ということで、これも全体的なところで聞くんで

すけれども、減らしていくというのは結構あるんですけども、きっぱりやめるというのはあんまりな

いような気もするんですけど、やっぱりきっぱりやめないと、中途半端に事業の手間というのは残っ

てしまうのかなというふうに思います。 

 その中の代表的なものを一例挙げるとするならば、高齢者保養施設利用助成とかは、団体で行くな

ら2,000円でしたって、3,000円だか残るというのはある程度理解できる面もあるんですけども、個人

で中途半端に1,000円残すのは、事務的な手間だけで本当にいいのかなというふうに思うところがあ

ります。そういったところを考えますと、事業をやめるならきっぱりぴしっとやめたほうがいいと思

うんですけど、そのあたりの考え方というのは、どうお考えになっているんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 保養施設利用助成金、高齢者の宿泊を伴う宿泊施設の利用について出し

ている助成金の考え方というところでございますけれども、従来、年齢の区分で実施してきた事業で

すが、今回見直しに当たって、団体であるところを高く評価しようという形に事業の内容を変えてお

ります。しかしながら、この基準で考えたとき、実績値でおおよそ1,500人近い方が利用いただいて

いるこの助成金制度のうち、1,000人近い方が団体10人に満たない状態で利用していただいていると

いうことで、いきなりゼロにするということではなくて、こういった形で後期高齢者医療広域連合か

らの補助金がなくなった分を勘案しつつ、再配分するという考え方でございましたので、現状では個

人の方をいきなりゼロにするというところは考えていなかったところでございます。この形で事業を

運営していって、実際の効果のほうをまた確認していきたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

○【藤江竜三委員】 まあ、いきなりやったほうがいいんじゃないのかなと思います。一々段階的に

やるほうが批判も多くなるんじゃないのかなというふうに私は思うんで、ぜひとも、そのあたり、や

めるべきときはぴしっとやめる習慣づけというのも必要なのかなと思います。市の事業というのは、

本当にローリングさせていかないと、これからの時代、やっていけない面も多いのではないかという

ふうに考えます。 

 それと、歳入にちょっとだけ、関連するところで。全体の考え方を尋ねたところ、たまたま詳細に

答えていただいんですが。それと、予算資料の№22の正規職員及び嘱託員の居住地域調べというもの

をせっかく出していただきましたので利用したいと思います。やはり職員さんが市内に住んでいただ

ければ歳入もふえますし、また、いろいろな面で利便性もあるかと思います。特に私は、若い職員の

方、いっときでもいいので、とりあえず国立市に住んでみていただけたらなあというふうに思ってお

ります。その後、出ていくという選択をとるというのもいいんですけれども。そういった中で、新し

く入ってきた職員の方に、住宅というか、物件をあっせんしてはどうかということを前言ったら、そ

れは居住の自由に侵害になるのでどうなんだというような答弁をいただいたような記憶もあるんです

けども、それがだめなら国立市、立川市、国分寺市、３つぐらい並べて、ぜひ……。（「国立の中の
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地域をね」と呼ぶ者あり）何しろなるべく国立市に住んでいただけるような誘導というか、御紹介と

いうことを若い新しく入ってくる方にしてはどうかというふうに思うんですけれども、いかがお考え

でしょうか。 

○【平職員課長】 職員課といたしましても、藤江委員おっしゃったように、いっときであっても、

できればずっとですけど、国立市内に住んでいただくのが もよいですし、防災の観点からもですし、

地域コミュニティの観点からも望ましいと考えています。そうしてほしいという願いは持っています。 

 その中で、これまで答弁なんかでは、やっぱり採用の段階で市内の人を優遇していくとか、そうい

うところはなかなか難しいというお話をしています。ただ、どこに住むかというのは個人の自由です

ので、例えば育児とか、介護とか、それこそ地域活動のこれまでのつながりでなかなか、住む場所は

自分で自由に決めていいという原則がありますので、職員課としては、例えば新しく採用される方へ

のアプローチとして、市内に住んでくださいというふうに言いたいところではあるんですが、じゃあ、

職員課が言うと、やっぱり市内に住まないと何か不利益があるのかな、そういう住まなきゃいけない

のかなというような、自由に選択ができにくくなるのかなというところを懸念しているところはある

んですが、ただ、御指摘の趣旨も踏まえ、ちょっとそのあたりは慎重に検討してみたいというふうに

考えています。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。ぜひ慎重に検討していただいて、本当に相手の自由を

奪わない範囲で、以前、一般質問したんですけど、ナッジすると言って、肘で小突く感じで、ぜひ国

立市にというような、自由を奪わない範囲で、何となく選んでいると国立市に住んじゃっているなみ

たいな、ぜひお願いしたいと思います。 

 もう一点なんですけども、予算書の25ページ、城山さとのいえ、石井委員からもいろいろあったん

ですけども、根本的にあり方を変えてはどうかというところを以前質疑した中で、農協などの団体と

一緒に協議したいよというような御答弁をいただいていたと思うんですけど、そのあたり、何か進展

はあったんでしょうか。 

○【関都市農業振興担当課長】 さとのいえの管理につきましては、平成30年９月ごろから、農家さ

んの協同組合ということで、ＪＡさんと事業協力できないかということで御相談をさせていただいて

おりますけども、やはりなかなかＪＡさんとして、そういった市の事業に参画するというのは厳しい

というところで、今現在、協議を進めているところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、予算書の24ページの、ちょっと私、わからないところを中心に聞き

たいんですけど、地方特例交付金ってありますよね。この増額というのは車体課税で減っちゃった分

が増加になるんですか、ちょっと教えていただいていいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これはおっしゃったとおり、環境性能割の減の分の補塡になります。 

○【藤田貴裕委員】 これはずっと地方特例交付金で、平成32年度も３年度も続いていくもんなんで

すか、この辺はどうなんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは限定の措置でございまして、今後ずっと続いていくというわけでは

ございません。 

○【藤田貴裕委員】 そうすると、平成32年度以降はその分減っちゃうという、そういう理解なんで

すか。それとも新たにまた何か国と地方の協議の場で減った分の折衝があって、市の歳入が確保され

るだとか、その辺の見通しはどうなんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 法人事業税交付金というのが、2020年度から新たに配分が始まる見込みで
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ございます。これは国が法人住民税の国税の拡大を図ったことに対する補塡として設けられたもので

ございまして、こちらについては、およそ１億円程度入ってくるのではないかと見ております。 

○【藤田貴裕委員】 国立市に１億円入るんですか。（「はい」と呼ぶ者あり）結構大きいですね。

はい、わかりました。そのことは今後ちょっと注視をしていきたいと思います。 

 それとあと、24ページなどにかかってきますけど、例の無償化ですよね。幼保無償化。さっきの話

だと、平成31年度については、地方の負担は一応ありませんと。ただ、それ以降は４分の１はありま

すよということで話があったと思います。その後の話の中で、公立分は全部国立市が負担して、私立

分については国の基準の中でやるから、プラス500万円市の負担はないと。プラス500万円という話が

さっきあったと思いますけども、主食だとか、副食だとか、そういうのをいろいろと考えていくと、

今後の市の負担はどういうふうになるのか、ちょっと教えていただいていいですか。 

○【松葉児童青少年課長】 済みません、ちょっと質疑の意味が理解できなかったんですが、先ほど

お話ししたのは、平成32年度になりますと、通年ベースで計算をしたときに市の負担が入ってくると

いうところでお話をしました。ただし、私立の分については、歳入分が多く入ってくるということな

ので、一般財源で支出を見たときに、通年ベースで見るとマイナスになりますというような説明をさ

せていただいたところです。 

○【藤田貴裕委員】 それで、さっき市の負担はないですよという、そういう答弁でいいんですよね。

（「トータルでマイナスになるということか、負担が……」と呼ぶ者あり）トータルでマイナスとい

うのは、ちょっとどういう意味ですか。 

○【馬橋子ども家庭部長】 今回、幼稚園、保育園とありまして、保育園の部分は、これは市の負担

が、私立園につきましては当然負担減になります。ところが、公立の場合は、当然公費負担は、今ま

での半分は保育料で入った分が全額市の負担になりますので、その分が増になる。それと、あとその

ほかの施設等、例えば預かりとかに対しても無償化の対象ですので、そういったものを総合すると

500万円程度のこれはプラスになります。（「プラスというのはどういう意味なのか」と呼ぶ者あ

り）歳入が増ですね。（「歳入増ね」と呼ぶ者あり）ということです。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 よくわかりましたが、それでもまだいろいろ積み残しのところというのはあり

ますよね。類似施設のお話だとか、あと給食というんですか、主食、副食費、あのあたりの話を考え

ていくとどうなるんですかね。 

○【松葉児童青少年課長】 給食費の部分については、31年度の歳出のほうで運営費の中から一応減

をしております。なので、一応保護者に負担を前提ということでの予算計上はしておりますが、今後

の国の動きですとか、各自治体の動きによってこのあたりは変わってくるということはあるかという

ふうに考えております。 

○【藤田貴裕委員】 保護者に負担をしてもらうということですね、今の答弁はね。 

○【松葉児童青少年課長】 国の考え方に沿った形でいきますと、給食費の分については無償化の対

象外ということになりますので、そこは実費負担をということが考え方になっております。 

○【藤田貴裕委員】 ということで、国立市はそういうふうな予算をこれから組むと、そういうこと

でいいんですか。 

○【松葉児童青少年課長】 現状の中では、平成31年度は下半期分については運営費の中から減をし

て組んでおりますので、31年度についても対応ということでは、今しております。（「保護者に負担

していただくという意味ですね。これからですか」と呼ぶ者あり）無償化自体がはっきりしておりま
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せんが、予算上としては、そういう組み方を今のところは考えています。（「そういう組み方という

のはちょっとわからないんだよな」と呼ぶ者あり） 

○【永見市長】 私のほうからお答えしますが、国の制度は今申し上げたとおりです。一方で、先ほ

ど御質疑あったように、所得階層の低い方は無償化することによって新たな負担増になるという矛盾

も出てまいります。その辺も十分勘案しながら、これから制度設計をどうするかということは、国の

制度がまだ固まり切っておりませんので、そういう動向を見ながら、ことしの下半期へ向けてどうす

るかということを十分検討していきたいというところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 それはさっきの7,500円の話ですよね。一般的な話は、この予算書の中では負

担してもらうということなんですか。 

○【永見市長】 この予算を組むときに、積み残していますから、そこは、他市もそうなんですが、

決めきれていない。国の動向が明確にならない中で、決めきれていない。ですから、その分の予算は

積んでいないというふうに、積むのか積まないのかということを含めて未計上の予算になっている。

これは幼稚園の保護者負担軽減の補助金も、実は東京都の都制度に上乗せでうちは出しているわけで

すけれど、これも東京都は後半期どうするかということを決めてないんです。ですから、その部分も

まだ未決定です。ですから、幼稚園対応の分も、保育園の給食の対応も、余りに急がれたものですか

ら、予算措置としては十分固めきれないまんま各市とも臨んでいるということですので、これは、今

後前半期をかけて十分検討していきたいということでございます。 

○【藤田貴裕委員】 よくとは言いませんが、まあ、わかりました。今後の動向次第ということです

ね。基本的な市の考え方を聞いてみたかったんですけれども、一応そういう答弁だったと思います。 

 後に、地方交付税を24ページですか、普通交付税をもらえるということになったということです

けど、今まで特別交付税でもらうようなものも入ってくるというふうに考えていいんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 特別交付税につきましては、不交付団体ですとかなり割り落としというも

のがありましたけれども、交付団体になりますと、その分も少ないですので、その分多目に予算も組

んだというところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 いろいろ、マイナンバーのコンビニ交付ですとか、ああいうのも今まで入って

いなかったのが入ってくるんですかね。 

○【黒澤政策経営課長】 先ほど２月に交付団体になりましたよといったお話をしたんですけれども、

平成30年度につきましては、特別交付税の割り落としは実は受けませんでした。ですから、平成30年

度はマイナンバーカードの多目的利用というところで特別交付税をいただけたというところでござい

ます。 

○【藤田貴裕委員】 じゃ、それは見込んでいたとおりの額が入ってきたということでいいんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 そのとおりでございます。六百何万かいただいております。 

○【稗田美菜子委員】 それでは御質疑させていただきます。当初予算案の概要です。いただいた資

料の巻末資料の中に、一番 初のところに、一般会計予算計数表というのをまとめていただいており

ます。去年に引き続きあって、とてもわかりやすいと思っているところなんですけれども、この中で、

歳入ですので、歳入がよりふえるほうがいいという観点から、歳入減になった主な理由を伺っていき

たいと思うんですけれども、税連動のものについては、制度上そうなっているんだなというふうに思

いますが、この中でも、例えば分担金及び負担金とか、これは20％も減になっています。単年度です

けども、平成30年度の当初予算と比較をして。 
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 それから、繰入金についても36.2％の減と。財産収入については、もう既に流用がありますし、そ

れから資産についても既に流用。他の委員の御答弁の中でありましたので、この２点、分担金及び負

担金の減の主な理由と、それから繰入金についても主な減の理由をお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 分担金及び負担金につきましては、先ほど来から議論のあります幼児教育、

保育の無償化の部分の保育料収入の部分でございます。 

 それから、繰入金のところにつきましては、平成30年度は道路と水路の整備基金を使いまして、道

路用地を買うときに基金を繰り入れておりますので、それがなくなったというところの減ということ

でございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。全体的には一つ一つ理由があってというところで理解するん

ですが、今までいろんな方の議論を聞いていますと、全体として収入が、逆に後から来ている収入が

減っているのかなというところを感じるんですが、これは都全体でやりくりが大変なのは国立市だけ

なのか、近隣市を含めてどういう状況なのか等を分析されているのかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 近隣市がどういうやりくりかというのはちょっとわからないんですけれど

も、平成31年度予算を組むときは、ここ数年になく苦しい予算編成でございました。これは、先ほど

来から出ている幼児教育無償化のところが、なかなか 後の 後まで詳細のところが決まってこなか

ったということ。また、先ほど来申し上げているような地方消費税交付金がこんなに減になると見て

なかったということ。大きく修正するとこの２点でございますけれども、これが本当に 後の 後ま

で響きまして、なかなか予算を組むのは苦労したといったところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。他市のことは別として、組むのが大変だった、御苦労された

ということは理解いたしました。 

 これは、今後の話じゃないですけども、制度が確定すると、市にとっていい見通しとして考えてい

らっしゃるのか、それともさらに苦しくなるのかというような見通しがあるのかどうかお伺いします。 

○【黒澤政策経営課長】 国の制度変更、法改正というものには、私どもみたいな比較的規模の小さ

い団体ほど、やはり１億円、２億円と言ったものの影響が多うございます。そういった点では、今後

もそういったところについては高いアンテナを持ちつつ、準備をしなければいけないと思っておりま

す。 

 幼児教育の無償化につきましては、平準化していくとわずかながらプラスになる見込みだと先ほど

児童青少年課から答弁あったんですけれども、実はこれ、他市では、ある市の課長と話していますと、

そこは公立保育園がない自治体でございますが、そこについては２億円ぐらいの増、プラス要因があ

るといったような話もございますので、このあたりも、行財政改革を考える上では、やはり民営化と

いうものは避けられないであろうと、そんなようなことを考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。これからのことですので、どういうふうに動くかわからない

けれども、しっかり情報を収集して対応していただけるということは理解します。ただ、今のお話に

ありましたけれども、他市の様子によって、例えば公立の保育園がないところについては増収につな

がるから、だからぜひ国立市も全部民営化しようということではなくて、情報収集をしっかりして、

議会にも情報提供をして、しっかり進めていっていただきたいと思います。 

 細かいところでちょっとお伺いしたいんですけれども、予算書の21ページからずっと始まっていま

すところで、市民税のところでございます。市民税の中の滞納繰越分なんですけれども、これを考え

るに当たって、他の会派が資料請求していただいています予算特別委員会資料№42、この中で予算編
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成方針についての通達があります。この中で、歳入について３ページに起債がきちんと書いてあるん

ですけども、このちょっと前のところで、全体として２ページの(2)のところ、後半の後段の部分で

す。「予算見積額が平成29年度決算額及び平成30年度決算見込額と乖離がある場合は、その理由と根

拠を明らかにするとともに」というような表記があります。そこで、この滞納繰越分なんですけれど

も、予算額ではありますが、決算見込額、あるいは直近の決算額との比較をしましたところ、決算で

は予算に対しての130％増とか、あるいは150％増といったことになっております。全体として、ここ

５年ぐらいの経年変化を見ると、130％増ぐらいの決算見込みをしていると思うんですね。滞納繰越

金額ですと、滞納繰越分ですのである程度読めるのかなと思ってみたり、逆に納めていただくことが

難しいのかなという両面考えることはできるんですけれども、これだけ決算と乖離しているのは、明

確な理由を述べなさいと書いてあります。どういう理由なのかお伺いいたします。 

○【山田課税課長】 まず、滞納繰越分に関しましては、一般の現年の課税ですとほぼほぼ99％以上

の収納率を誇っているのですが、大体滞納分ですので50％以下の収納率になっております。したがい

まして、毎年予算を組むに当たりましては、これだけは 低でも取れるでしょうというような形で、

30％程度に考えて予算見積りさせていただいております。 

 ただ、今回乖離が大きくなったというか、前年から比べるとかなり減額されているんですけれども、

こちらのほうは収納課が物すごく頑張ってくださって、実際その滞納繰越分というのは実額で思いっ

きり減っていますので、それに合わせた形で今回計上させていただきました。 

○【稗田美菜子委員】 確かにそうなんですね。経年変化を見ますと、年々100万円規模ぐらいで減

っているところがありすので、過去の分が順番に整理をされてということだと思います。事務の作業

といたしまして、言い方は悪いですけれども、厳しく取り立ててということではなくて、きちんとし

た仕事をしていく中で、30％程度をきっちり納めていただくということで立てているというような認

識でいいのかお伺いいたします。 

○【山田課税課長】 収納課の頑張りもございますので、例年ふたをあけてみますと50％程度は収納

してございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。当然滞納分ですので、納めていただくのが大変な方が含まれ

ていると思います。ただ、納めないで逃げきるということはいけないと思いますので、しっかりとし

た事務を進めていただければと思います。 

 あと、もう一点お伺いいたします。予算書の中の31ページ、ユニバーサルデザインのまちづくり緊

急事業補助金、これはたしか公の施設ですね。公共施設のトイレの話だったと思いますけれども、ユ

ニバーサルデザインまちづくりの緊急事業補助金といったことで、どういうふうな要項というか、目

的で入ってきているのかお伺いいたします。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。まず、このユニバーサルデザインのまちづくり緊急事業

補助金は、今回、トイレの洋式化という形で、平成30年度、31年度ということで使うという形で来て

いる補助金でございます。これはもともと東京都が2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて

のまちづくりの中で、いろいろなユニバーサルデザインのまちづくりのための緊急補助ということで

メニュー化をいたしました。そのメニューの１つの中にトイレの洋式化があったというところでござ

います。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 トイレの洋式化なんですか。ユニバーサルデザインですけど、洋式化のメニ

ューなのかどうかをお伺いいたします。 
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○【関福祉総務課長】 メニューの中では、トイレの洋式化というところをメニュー化してございま

す。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 じゃ、あとは歳出のほうでお伺いいたします。 

 時間がなくなってしまいました。私は以上です。済みません。 

○【大谷俊樹委員長】 まだ質疑をされる委員がおりますが、決められた時間が参りましたので、以

上をもって本日の委員会はこの程度にとどめ、明７日、午前10時から予算特別委員会を開き、引き続

き総括質疑と一般会計歳入全般の審査を行います。 

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

○【大谷俊樹委員長】 本日はこれをもって散会といたします。 

午後４時３０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。 

 

   平成３１年３月６日 

 

 

 

    予 算 特 別 委 員 長       大  谷  俊  樹 
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