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午前１０時開議 

○【大谷俊樹委員長】 おはようございます。本日から予算特別委員会の２日目でございます。私は

議員でありますけれども、同時に一市民でありますから、一市民としては、行政が持っている情報と

いうのは全て知りたいと思うんです。全て知った上で、それがいいものか、あるいは悪いものか。や

られていることがいいのかどうか判断したい、そういうふうに思うわけでありまして、全ての情報を

手にしたいという気持ちがあります。 

 同時に、我々議員は、通常、日ごろの皆さんの業務というもの、大変さをよく理解していて、少し

でもその力、そういう時間は市民サービスに充ててほしい、そう願うこともあるわけでありまして、

議員としては、なるべく自分で勉強したり、あるいは、ほかの時間でわかり得るものはわかる努力も

していることは個々でやっているわけでありますけれども、そういったことの中で、持っている情報

は全て出していただきたい、それは切なる願いであります。 

 その上で、議員の皆さんにはしっかりと、市民の意見で言っているわけですから、議論を深めてい

っていただきたいなと切に思うわけであります。我々がやっているのは国会と全く違いますから、そ

ういう中でぜひやっていただきたいと思います。きょうはすばらしい議論を期待していますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

 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】 きのうに引き続き、総括質疑と平成31年度国立市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。上村委員。 

○【上村和子委員】 委員長の挨拶、そのとおりだと思いました。 

 私は総括で伺いたいと思います。「だれもが暮らしやすく」の記者会見の資料ですけれども、１ペ

ージの 初のところに、「国立市は、ソーシャル・インクルージョンのまちづくりをめざします！」

と大きく書かれています。そういうことで、ソーシャルインクルージョンのまちづくりとは何なのか

ということを、私は予算特別委員会で徹底して聞いていきたいと思うのです。 

 それは、１ページめくると、ソーシャルインクルージョンのまちというのは、条例を生かして幼児

教育云々という、どっちかというと人権施策のほうを書かれておられますけれども、実はソーシャル

インクルージョンというのは具体的施策全てに反映されるもので、私は１ページめくったところの右

側の国立市のまちづくりの大きな視点、次世代の育成、安心安全の確保、国立ブランドの向上、これ

ら全てがソーシャルインクルージョンの視点で貫かれていなければいけないんだと思うわけです。そ

れがどういうことかということを、全課長さんそろっているから、全課長さんに、自分が担当してい

る施策の中で、ソーシャルインクルージョンを実現するということはどういうことかということを考

えてもらいたいわけです。まず、そのような問いかけというものを市長は全課長にやったことはある

のでしょうか、これを１点目に伺います。 

○【永見市長】 私は、今回の施政方針で、文言はちょっと変わりますけれども、全ての施策をソー

シャルインクルージョンの視点から問い直していく、今年度、平成31年度は問い直していくというこ

とを市民の皆様、それから議会の皆様にも表明しておりますし、職員にもこれは呼びかけているとい

うことでございます。 

 したがいまして、今後、新年度、今議会中ですのでなかなかできませんが、年度が明けましたら、

そういう視点で、それぞれ政策形成に励んでほしいということは問いかけていくつもりでございます。 
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○【上村和子委員】 今後になると思うんですけれども。では、ソーシャルインクルージョンを進め

ていくときに、炭谷茂さんという、その道を開いた人を、論文とか講演を見ると、大きく言うとソー

シャルインクルージョンのまちは教育と就労から始まると書かれています。教育はわかります。学校

教育、社会教育です。就労なんです。仕事なんです。仕事の創出を今やらなければいけないというと

ころなんです。この視点が国立市はまだまだ弱いと思うわけです。それが歳入確保のところにつなが

ると私は思っているんです。 

 これまでの行政の歳入確保というのは、ずっとありきたりのものです。子供を産んで育てるとか、

それから企業を誘致するとか、そういったことがまるで物すごく右肩上がりで上がっていくような想

像に陥っていますけれども、決してそうではないと思うわけです。超高齢社会の中で、どのようにこ

のまちを、コンパクトシティーといいますけれども、小さく皆がそれぞれ幸せに生きられるかという

ことを考えていく転換期に来ているわけです。 

 そういう意味で、雇用の創出というものが歳入増にかかるのであれば、私は福祉的作業と福祉的事

業の仕事と、それから一般事業、一般企業の事業の間にある第３の仕事というビジネスの手法を用い

て、本物をつくりながら、そしてさらに、福祉的な事業というのは、実は国立ブランドにとって物す

ごく重要なキーワードになると思うわけです。キーワードはそこから生まれてくるんです。国立市の

宝とは何かというのを毎回聞いておりますけれども、国立市の宝というのは、物は原石をどうやって

磨いていくかという手段なんですが、そのときソーシャルファームというのは、実はとても有効な手

段なんです。そういう視点でそのことをまちの振興課は考えたことがあるかということを伺います。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。そういった視点では、主にまちの振興課におきまし

ては、創業支援の関係でかかわってこようかと考えております。特に、今、創業支援で補助制度をや

っていますけども、いろんな事業者さんが申請に来てくださいます。中でも、そういった効果が高い、

社会的課題を解決する能力がある、そういった視点を持っているというところがポイントをとれると

か、そういった議論を委員の皆さんにはしていただいています。以上です。 

○【上村和子委員】 そういうときに、ソーシャルファームとかソーシャルインクルージョンという

視点で考えたことがあるかという質疑なんです。まず、今まで考えたことがありますか。あるかない

かだけでいいです。 

○【三澤まちの振興課長】 ソーシャルインクルージョンという言葉を使うかどうかは別にして、趣

旨としてはそういった理解でいると考えています。 

○【上村和子委員】 今からもっと考えてください。ソーシャルファームがふさわしい仕事というの

は、手間がかかる仕事、そしてニーズがあること、そして本物であることです。いわゆる地域産業の

地域おこしとしては、もうばっちりなわけです。国立市の中の本物は何なのか。例えば、桜の木の伐

採だったら桜を使って何かできないかとか、わかりませんけれども、何か国立市の本物、国立市の宝

とは何なのかといったときに、物産で何を言うかわからないけれども、ホウレンソウだったらホウレ

ンソウでもいいんです。１つ本物をつくっていくときにソーシャルファームというのは物すごく有効

なんです。その視点で１つ考えていただきたい。 

 私は、きょう、重松さんがとてもいいバッジをつけているから、くれと言ったら、くださったんで

すけれども――買うんですけどね。そうしたら、重松議員が教えてくれたんです。わざわざ、ちなみ

にと言って、これは石川県の木材を使って、ピンはしょうがいしゃの方がつくっているとわざわざ書

いてあります。森を生かし豊かに生きるということで、株式会社としてつくっているわけですけれど



－ 77 － 

も、こういうことなんですね。今、企業も含めて全部こうで、だからクラウドファンディングが入っ

てきているんです。 

 だから、まずクラウドファンディングをやるときには、この視点がなければできないんです。この

視点というのはソーシャルインクルージョンの視点です。ですから、今、企業そのものが社会貢献を

しない企業なんて、日本で企業として成り立たないぐらいの時代にようやくなってきたわけです。だ

から、企業と市民をつなぐ、企業と、仕事になかなかつけない人をつなぐ。例えば、ＤＶ被害者や高

齢者やシングルマザーなど、今とても広がっています。そういうのをマネジメントするのが行政の役

割なんです。 

 だから、ソーシャルインクルージョン自治体と掲げるのは先駆的な自治体なわけです。そういうふ

うに、まちの理想を仕事の場に生かすということと、それからもう１つ、ソーシャルインクルージョ

ンがとても必要なのは文化芸術なんです。実は市長がやりたい文化芸術の中で、ソーシャルインクル

ージョンは、今、極めて強くやれと言われています。博物館、それから美術館、ここ、ソーシャルイ

ンクルージョンの視点を持たなければいけないという学会が開かれているぐらいなんです。国立市の

文化芸術の振興の中で、ソーシャルインクルージョンという視点で考えたことはありますか、担当課

長に聞きます。 

○【伊形生涯学習課長】 現在、文化芸術推進計画の基本計画を策定している中では、ソーシャルイ

ンクルージョンの考え方というのは大事だと考えておりますので、そういった点で実行していきたい

と考えております。 

○【上村和子委員】 視点では大事だと言うけれども、恐らく具体的に何をするか考えつかないんじ

ゃないですか。例えば、郷土文化館を運営するときに、ソーシャルインクルージョンの視点で、郷土

文化館の運営を考えるというような視点で財団と話したことはありますか。あと、芸小ホールと話し

たことはありますか。 

○【伊形生涯学習課長】 ソーシャルインクルージョンという視点で、その言葉を使いながらのお話

し合いというのは基本的にはしておりませんが、今後の中ではそういった点も含めて話していきたい

と考えております。 

○【上村和子委員】 ぜひね、調べれば、実は博物館、美術館のあり方にソーシャルインクルージョ

ンというものが入らなければ、今の博物館、美術館の機能が有しない、単なるバリアフリーだけでは

ないわけです。五感を使って、五感を鍛える、市長は認知、非認知能力とおっしゃっていますけれど

も、人間の五感というものをもう一度磨き直す、鍛え直すときに、ソーシャルインクルージョンとい

うものをどうやって芸術文化の中で体現していくかということが今求められているんです。それがで

きる館長を選んでいかなければいけないという時代にすらなっています。今、博物館が文化創造セン

ターと言われるようになってきております…… 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。ほかに。望月委員。 

○【望月健一委員】 よろしくお願いします。皆様御存じのように、ふるさと納税制度は、他市の寄

附と国立市の寄附の差し引きを考えたときにマイナスになっていることは明らかであります。こちら

に関しましては、国立市の皆様には、制度を利用する場合には他市よりも国立市に寄附を呼びかけた

ほうがよいと考えております。こちらに関して、個別の施策に関する寄附をしっかりと定めていくべ

きだということを繰り返し繰り返し繰り返し言っております。検討が進んだという答弁もございまし

た。 
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 その中で、過去に質問した中で、平成27年の予算特別委員会、恐らく一般質問でも取り上げている

んですけども、ふるさと母校応援寄附というものを提案しております。例えば、軽井沢町におきまし

ては、ふるさと母校応援寄附という仕組みを使って成功しております。町立の小学校や中学校、そし

て県立の高等学校、また私立の高等学校に寄附をして、その95％を指定の学校に寄附、補助して、ま

たその寄附の５％は、まち全体の教育振興事業に活用するということであります。また、別の奈良市

におきましては、具体的な施策で、例えば和太鼓の響きを未来へ、世界発信、個別具体的なプロジェ

クトを立ち上げる中、寄附を呼びかけております。 

 こちらのメリットは、例えば国立市民が市の各学校に寄附する場合には、当然教育の振興に役立つ。

他市の方が国立市の学校に寄附する場合というのは、通常の寄附を用いると控除が受けられません。

一般の寄附であれば控除は受けられません。しかし、ふるさと納税制度を活用すれば、寄附は控除が

受けられる、そういったメリットはあります。学校側にも当然寄附に関する事務の軽減という控除が

あります。国立市にとっては少しでも歳入の確保につながります。 

 質疑いたします。ふるさと母校応援寄附、改めて検討すべきと考えますが、当局の見解を伺います。

これに関して、もし必要であれば、国立市立の学校と、それぞれの高等学校、大学等で答弁を分けて

いただいても構いません。よろしくお願いします。 

○【黒澤政策経営課長】 まず、市立学校以外のところという観点からお答えさせていただきます。

以前、御質問いただいたときにはあったんですけれども、今、ふるさと納税の状況としては、御案内

のとおり、厳しい状況になってくることが予想されますので、あらゆる手段を使って歳入を確保した

いと考えております。 

 その際には、より具体的に学校に対する寄附も進めていく必要があるだろうと思っています。ただ、

一方で、その取り分、５％というのは余りにも市としたらなかなかメリットもない、手数料的に考え

ても難しいので、そのあたり、幾ら市の歳入に入れるか、幾らを相手方に入れるか。また、その相手

方、受ける側の学校のほうも、迂回をすることによって、もしかしたら直接の寄附額は減るかもしれ

ません。ですので、そのあたりを、実際、特に協定を結んでいる音高さんなんかはすぐ話ができます

ので、１回お話しさせていただいて、そういったニーズがあるかどうかというところも、新年度、調

整に入ってみたいと考えております。以上です。 

○【望月健一委員】 調整に入っていただくということで、ありがとうございます。私は、もちろん

当然市にとってメリットがないといけないと思うんです。事務手数料に関してしっかりと精査をして

いただいて、市にとってメリットがある額を設定していただきたいと思います。これに関しては、返

礼品不要だと思います、正直なところ。私、この提案は、実は自分の学校のＯＢから提案されたんで

すけれども、自分の学校に寄附したい場合、控除が受けられない、そこから始まったんです。彼らは

別に返礼品が欲しいわけじゃなくて控除が受けたいと。あと、恐らくはお名前が載るとか、そういっ

たあれが欲しいのかと思っています。ほかのまちにおいても、軽井沢町だと恐らく返礼品がどうなの

かという部分がありますので、そのあたりも勘案していただいて検討していただきたいと思います。

また、国立市立の学校に関しての御検討はどうでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらは、教育委員会の担当課とは話をしております。特にこちらについ

ては、技術的な問題等はありませんので、こちらも前向きに検討していきたいと考えております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。よろしくお願いします。方法に関して、私は市当局に

お任せしますので、そのあたりはよろしく御検討ください。 
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 では、次の質疑に移ります。次は、自転車の駐車場の件でございます。たしか高架下の駐輪場に関

しまして、過去に利用料を減額いたしました。それによって、利用率がどのくらい上がったのか、ま

た歳入に関してどうなのかという点をお尋ねしたいと思います。 

○【中島道路交通課長】 平成29年度に条例改正を行いまして、平成30年度に限りまして一律500円

ということで現在やっておるところでございます。平成30年の３月と比べまして約500人ほどの登録

者、定期利用者がふえております。利用率が25％から大体50％を超えるぐらいに今変わっているとい

うところでございます。収入につきましては、一律500円ということがございまして、その前と比べ

ますと大体400万円程度下がっているという状態でございます。 

○【望月健一委員】 わかりました。今後、料金に関してはさらに見直す方向だと思うんです。その

あたりをすることによって利用率は下がらないのか、そのあたりを心配するところなんですが、調査

研究は進んでいるか、お尋ねいたします。 

○【中島道路交通課長】 平成31年４月から一般の方が1,000円、学生などの減免の方が500円という

ことになります。２月５日から新規の申し込みを開始しておりまして、高架下につきましてはキャン

セルが26人、新規登録者が15人ということですので、大枠の人数については、さほど影響はないと考

えてございます。収入につきましては、条例改正前の収入と大体同じぐらいの収入が見込めるという

ところでございます。 

○【望月健一委員】 わかりました。状況を確認しました。当初は利用率がこれで上がらないのであ

れば、一部、高架下の駐輪場を売却して土地でも貸し出してしまえと、一瞬乱暴な質疑をしようと思

ったんですが、しっかりと上がっているようなので、それに関しましてはしっかりと今後もやってい

ただきたいと思っております。駐輪場はしっかり確保してください。ヒアリングをした結果、なかな

か数も実は足りていないという状況も伺っておりますので、そのあたりはしっかりとお願いいたしま

す。 

 後の質疑になるんですけれども、予算特別委員会資料№51の実施計画の55ページにストックマネ

ジメント事業というものがございました。その中に富士見台４丁目自転車保管場所跡地売却事業につ

いて、条件が整い次第、富士見台４丁目自転車保管場所跡地を売却するとあるが、条件が整い次第と

いうことはどのようなことなんでしょうか。 

○【津田総務課長】 富士見４丁目自転車保管場所の件ですけれども、まず、こちらは29年度になる

んですけれども、売却するような方針も出ていた関係もございまして、測量委託、不動産鑑定委託料、

手数料などを予算計上いたしました。 

 そのような中、富士見台地域の防災センターの代替地や、広く富士見台地域のまちづくりを考える

というところで、一度凍結しまして今に至っているというところです。ですので、富士見台地域まち

づくり担当課長も含めて、今さまざまなまちづくりを進めている中、この方針が決定次第、改めて売

却するという動きがございましたら売却するための予算を組んでまいりたいと、そのような感じでご

ざいます。 

○【望月健一委員】 こちらに関しましては、一言意見だけ。周辺住民、そして自治会の意見をしっ

かりと聞き取りながら、丁寧に行っていただきたい、それだけは要望させていただきます。以上です。 

○【渡辺大祐委員】 よろしくお願いします。使用料、手数料などに絡む話なんですけれども、ネー

ミングライツについて取り上げはいたします。ただ、意図としては歳入の考え方という意味で、総括

的に尋ねたいという意図はあります。今まで財政の考え方というと、収入をふやすか歳出を減らすか、
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その２択だったと思いますし、行き着くところはそこなんだろうというのに変わりはないんですけれ

ども、歳入を得るんだったら、得るそのプロセスの考え方、視点を変えてみるということは有益だろ

うと。そのために既存のビジネスモデルから学んでいく必要があるんじゃないかというのが含意です。 

 ここではマネタイズという話をしたいと思います。本当だったら、マネタイズをどうやって考えて

いるんですかと聞きたいんですけれども、前提がすごく大事なので、質疑に入るまで少しだけお時間

を下さい。 

 マネタイズなんですけれども、マネー、お金をタイズ、ネクタイのタイですね、結びつけるという

意味で、収益化と訳されたりしています。例えば、市役所で言うんだったら、いわゆる遊休資産とか、

本当は価値として提供できるのに誰も気づかないからそのまま置き去りになっているといったものを、

どうやって活用していこうかという考え方に置きかえられるのかと思うんです。でも、実は既にもう

市役所もこの考え方を取り入れてやっている仕事があります。例えば、市役所ホームページのバナー

広告、要はあいているスペースを有効活用しようという考え方です。そういったものから始まった、

マネタイズというのはＩＴ用語みたいです。今でいうと、例えばスマホですとかパソコンのアプリケ

ーション、大半は基本的に無料で 初ゲットできて使えますけれども、そのあと課金していくという、

お金を取るタイミングという視点、これがまず１つマネタイズの考え方にはあるだろうと思います。

今の例もそうですけれども、例えばコンビニで買い物をしたとき、レジに商品を持っていきます。そ

の場でお金を払います。そういう意味でいうと、サービスの交換と対価の交換が同時に行われるとい

うのがすごく一般的な考え方ですし、今まで大半のものはそれで成り立ってきたと思います。先ほど

のアプリの例みたいに、今は少し変わっているんですね。 初、無料で提供して、一度使ってもらっ

て、その上でよりよいサービス、例えば無料だったらここまで使えますけれども、より便利なものを

使うには幾ら払ってくださいという、お金を取るタイミングがずれているという考え方が１つありま

す。 

 これを前提にすると、今、無料ですら物を使ってもらえない時代になっているというのが、１つ言

えることだと思います。無料ですら競争が激しい。無料の人たちはどうやっているかというと、無料

でやって、何とかして使ってもらう、そこの上で課金できるサービスにつなげるために、無料で使っ

てもらう人たちの分母をふやさなきゃいけないという時代になっているというのが、１つ事業を回す

上での考え方に変化が起きているということが言えると思います。 

 そして、２つ目です。何を得たいのか。これは、特に市役所だから言えることだと思うんですけれ

ども、基本的に企業であればサービスを提供した対価はお金、お金じゃないと次の事業が回せなくな

りますから。でも、行政は基本的に持ち得る体力、要は税収として収入は入り続けるわけですから、

そういう体力と、決して利益を求めてやっているわけではないという前提を踏まえると、換算する価

値というのは、必ずしもお金じゃなくてもいいんじゃないかという２つ目が考えられてくるのではな

いかと思います。 

 例えば、まさにここにネーミングライツの肝みたいなものがあるんじゃないかと思うんですけれど

も、今は何とかして歳入をふやしたい。だから、ネーミングライツという権利を売って、その権利に

対してお金で徴収しようとするという考え方が一般的にあるのかと認識はしています。 

 議論を進める前に、まず１点お尋ねします。今、ネーミングライツ、施設ですとか、いろんな対象

があると思うんですけれども、何を対象の施設にしているか、確認させていただきたいと思います。 

○【古川資産活用担当課長】 御答弁申し上げます。重立ったものを申し上げますと、福祉会館です
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とか児童館、公園、芸術小ホール、総合体育館、中央図書館、重立ったものですと、こういったもの

を対象に今回募集をさせていただいております。以上になります。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。今までも既に資料でお配りいただいているとおりだと

思うんですけれども、もちろん施設の名称に冠のような形で、命名権を買っていただいた企業さんな

り法人さんなりが名前をつけていただく、そこにお金をもらうというのも１つの手段としてはありだ

と思います。 

 ただ、一方で、今挙げた施設、そしてこれからの展開の中で、きっとその対象は広がっていくんじ

ゃないかと推察しますけれども、その施設が持っている課題を解消してくれればお金は要らないとい

うやり方も考えられるんじゃないかと思うわけです。つまり、例えば公園と今おっしゃっていました

けれども、公園の維持管理１つとっても、トイレもあれば遊具もあれば、伐採というか、環境を整え

るための、整備するためにかかっているコストというのはいろいろあると思いますけれども、それを

要は企業さんというか、命名権に関心を持っている法人さんは、名前、ネーミングという、一種、形

のないものだけに、例えば10万なのか20万なのか30万というお金を払うというのと、全体の維持管理

はしなきゃいけない。それには結果的に50万かかるかもしれないけれども、名前もつけられるし、自

分が、ある程度、市との協議は必要になってくると思いますけれども、使えるような形で維持管理を

する中で、名前だけじゃなくて伝えたいサービス、メッセージを伝えるために、どうやって公園を管

理していこうかという、広い意味での公民連携みたいな考え方に転嫁していけると思うんです。 

 今回、私のただしたいことの１つとしては、お金だけにとらわれてしまうと、もうこれからいろい

ろな法人さんが申請してくれたり、関心を持って連絡をとってきてくれると思うんですけれども、お

金、お金、お金、歳入、歳入、歳入ということにとらわれてしまうと、ほかにもっと連携できるはず

の選択肢があるはずなのに、それを市が認識していないことで逸してしまうということは避けなけれ

ばならないだろうと思うわけです。 

 そういった点を踏まえて、今やっていらっしゃるネーミングライツ、具体的な企業さんとのやりと

りの話に踏み込んじゃうという部分であれば、そこは避けていただいて結構ですけれども、お金だけ

にとらわれないという考え方で、事業者さん、法人さんとの関係を模索していくことはできないんで

しょうか。 

○【古川資産活用担当課長】 お答え申し上げます。今現在、詳細協議している部分については、お

話しいただいたとおり、お話し申し上げられないんですが、基本的な考え方として、お金を得るとい

う考え方以外にも、例えば議員さんがおっしゃっておられますような、お金でなく労務という形で御

提供いただくですとか、行政で持ち得ていない新たなサービスを付加するような形で提供いただく、

そういったことも考え方としてあり得るかと考えております。以上になります。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。すごくその答弁を聞けて安心しました。そういった意

味で、市がやっていかなきゃいけないことは、本当に欲しいものは何なのかということ、もっと言う

と、実現できていなければいけないものは何なのだろうかというものを、例えば今のネーミングライ

ツだけで言えば、施設ごとに考え抜かないと、どういう交渉ができるのか、やりとりができるのかと

いうのに幅ができたり、天井ができたりすると非常にもったいないと思いますので、そこはしっかり

検討していただきたいと思います。 

 この話は、実はネーミングライツだけではなくて、全課長さんいらっしゃいますけれども、どの事

業にも当てはめて考えようと思えば考えられる要素は多分に含んでいると思います。ですので、何も
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もらうのはお金だけじゃないですけれども、何か１つサービスを提供するのに、どのタイミングで何

を提供するのか、段階的に設定するということも考えられるしという、１つの示唆として受け取って

いただけたらありがたいという意味で、旧国立駅舎のところについて伺いたいと思います。 

 今、再築を検討されている中で、もしかしたら利用料、手数料を徴収するかもしれないという検討

がなされているようですが、今のマネタイズを御説明させていただきましたけれども、そういった視

点を踏まえて、今、検討状況はどのようになっているのかを教えてもらえたらと思います。 

○【北村国立駅周辺整備課長】 今のお話を伺いまして、例えば熊本県のくまモンとか、著作権フリ

ーにして爆発的に広がりを見せるとか、そういう事例なんかもあるのかとは考えるところではありま

す。無償とすることによって、メッセージを送って利用していただくという考え方も一方であるかと

は思っております。ただ、施設管理のために一部使用料で賄うという考え方もありますので、無料と

するのか有料とするのか、今お話を伺ったことも含めまして、今後検討していきたいと思います。以

上です。 

○【渡辺大祐委員】 ぜひ検討してください。今のくまモンの例はマネタイズの中の一部で、フリー

ミアムという考え方、方法論の１つみたいなものなんですけれども。確かに、私が繰り返し言ってい

るのは、市役所は体力があります。税収という形で無条件に毎年必ず入ってきますから。そういった

ことを踏まえて、どこを得たいのか、そのために我慢しなきゃいけないところは当然あると思います。

でも、我慢する分、その効果をしっかり発揮できるように戦略を練っていただきたいと思います。以

上です。 

○【大谷俊樹委員長】 以上で、総括質疑と一般会計予算案の歳入全般に対する審査を終わります。 

 引き続き平成31年度国立市一般会計予算案の歳出に入ります。 

 まず、歳出について、それぞれ補足説明を求めます。初めに、議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、平成31年度における議会費の予算につきまして、補足説明を申

し上げます。なお、増減等は平成30年度当初予算との比較となります。 

 議会費の予算内容につきましては、予算書の42ページから47ページまででございます。平成31年度

の議会費の予算額は３億1,504万1,000円で、680万4,000円、率にして2.2％の増となっております。 

 増減額の主なものでございますが、43ページ、議会運営事業費は161万8,000円、率にして0.7％の

減、これは議員共済会給付費負担金の掛け率引き下げ等によるものでございます。同じく43ページ、

議会活動経費は105万8,000円、率にして12.5％の減、これは議員研修会講師謝礼、法務的知見者謝礼

の増がありましたが、特別委員会視察の特別旅費未計上等によるものでございます。 

 45ページ、会議録作成事業費は79万1,000円、率にして9.4％の減、これは改選による会議録等の印

刷部数の増がありましたが、本会議記録を筆耕翻訳から音声反訳に変更したものによるものでござい

ます。 

 同じく45ページ、議会情報提供事業費は、決算特別委員会、予算特別委員会のインターネット中継

拡大等によりまして、率にして15.0％、67万5,000円の増でございます。 

 47ページ、議会事務費は、庁内ＬＡＮ、音声配信システムの機器の入れかえ等によりまして320万、

率にして67.6％の増でございます。 

 後に、47ページ、議員改選費は、議員控室修繕等によりまして541万8,000円の皆増でございます。 

 簡単ではございますが、以上が議会費の内容でございます。よろしく御審査いただきますようお願

い申し上げます。 
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○【大谷俊樹委員長】 次に、政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成31年度一般会計歳出予算のうち、オンブズマン事務局及び

政策経営部関係の主なものについて御説明申し上げます。なお、増減等は平成30年度当初予算との比

較となっております。また、以降、各部の説明においても同様となりますので、御了承のほどお願い

いたします。 

 初めに、オンブズマン事務局の内容について御説明いたします。 

 予算書52ページ、53ページからの款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費では、オンブズマ

ン事務局運営のための経費として、オンブズマン報酬など39万5,000円減の933万3,000円を計上いた

しました。 

 続いて、政策経営部の内容について御説明いたします。 

 54ページ、55ページの款２総務費、項１総務管理費、目２渉外費につきましては、６万7,000円減

の575万9,000円を計上いたしました。 

 次に、58ページ、59ページからの目４広報広聴費でございます。政策経営部関係の予算は、市報く

にたち発行事業費及び情報発信等広報施策事業費でございますが、シティープロモーション推進事業

に係る印刷製本費の増などに伴い、事業費合計で424万6,000円増の2,833万3,000円を計上いたしまし

た。 

 次に、60ページ、61ページ中ほどの目５財政管理費では、財務書類作成支援業務委託料の減などに

伴い、30万7,000円減の203万7,000円を計上いたしました。 

 次に、66ページ、67ページからの目９企画費でございます。男女平等・人権・平和事務嘱託員報酬、

続いて68ページ、69ページの女性支援担当嘱託員報酬、１つ置いて平和施策事業費、男女平等推進施

策事業費、70ページ、71ページの男女平等参画ステーション運営費、女性等緊急一時保護事業費及び

女性等相談支援事業費、72ページ、73ページの人権施策事業費、74ページ、75ページの政策経営費及

びストックマネジメント事業費、76ページ、77ページの寄附事業費が政策経営課、市長室関係の予算

でございます。 

 増減の大きいもののうち、68ページ、69ページの平和施策事業費につきましては、平和首長会議の

総会を開催するため477万2,000円を計上いたしました。このページからの男女平等推進施策事業費に

つきましては、第５次男女平等・男女共同参画推進計画の中間評価のための男女平等推進市民委員会

委員報酬及び市民意識調査委託料の増などにより、359万4,000円増の429万円を計上いたしました。 

 70ページ、71ページからの女性等相談支援事業費につきましては、女性パーソナルサポート事業委

託料の増などにより、362万6,000円増の565万4,000円を計上いたしました。 

 72ページ、73ページの人権施策事業費につきましては、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に基づく審議会の設置のため、210万9,000円を計上いたしました。 

 74ページ、75ページの政策経営費につきましては、業務プロセス診断委託料及び子ども体験塾イベ

ント委託料の増などにより、2,163万6,000円増の2,988万9,000円を計上いたしました。 

 続きまして、88ページから97ページまでが税部門関係の予算の項２徴税費でございます。総額では

2,794万7,000円増の４億6,784万3,000円を計上いたしました。 

 増減の大きいもののうち、92ページ、93ページの固定資産税・都市計画税課税事務費につきまして

は、３年に一度実施する不動産鑑定委託料の増などにより、1,244万5,000円増の4,332万1,000円を計

上いたしました。市税収納及び管理事務費につきましては、地方税共通納税システム導入委託料の増
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などにより、648万1,000円増の9,667万9,000円を計上いたしました。 

 次に、大きく飛びまして、368ページ、369ページをお開きください。款11公債費、項１公債費につ

きましては、市債償還元金で15億924万3,000円、利子で7,840万6,000円、合わせて15億8,764万9,000

円を計上いたしました。市債の償還が進んだことにより5,295万1,000円の減となります。 

 後に、370ページ、371ページの款12諸支出金、項１基金費でございます。国立駅南第２自転車駐

車場用地売却に伴う不動産売り払い収入の道路及び水路の整備基金への積立額の減などにより、３億

8,602万1,000円減の１億4,764万8,000円を計上いたしました。 

 以上がオンブズマン事務局及び政策経営部関係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】 次に、行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、行政管理部が所管いたします款２総務費の科目及び選挙費、監

査委員費、款３民生費のうち、項１社会福祉費、目９国民年金費並びに款９消防費の主なものにつき

まして、補足説明申し上げます。 

 まず、予算書48ページから51ページまでの款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の職員人

件費等でございます。職員人件費は１億7,251万円、14.7％の減となっております。これは勤勉手当

の支給月数改正による増要因があるものの、定年退職予定者が７名減ることによる退職手当の減によ

るものでございます。 

 次に、50ページから53ページまでの目１一般管理費の争訟経費でございますが、固定資産評価審査

委員会委員報酬、委嘱弁護士謝礼、訴訟委託料等全体で、平成30年度とほぼ同額を計上しております。 

 次に、54ページから59ページまでの目３文書費でございますが、諸用紙、印刷機、消耗品の購入費、

コピー料の増などにより、41万円、1.5％の増となっております。 

 次に、62ページから67ページまでの目７財産管理費でございますが、303万1,000円、1.7％の減と

なっております。これは、小学校、公民館等に保管していたＰＣＢ廃棄物の処理が完了したことによ

るものでございます。 

 次に、66ページから67ページまでの目８建築営繕費でございますが、平成30年度とほぼ同額を計上

しております。 

 次に、76ページから79ページの目11防犯対策費でございますが、190万5,000円、19.7％の減となっ

ております。これは、安心安全カメラの整備に対する補助金の減によるものでございます。 

 次に、78ページから79ページの目12研修費でございますが、83万1,000円、10.6％の増となってお

ります。これは、東京市町村総合事務組合負担金の増によるものでございます。 

 次に、78ページから81ページの目13福利厚生費でございますが、76万6,000円、3.7％の減となって

おります。これは、全国市長会団体定期保険からの脱退によるものでございます。 

 次に、80ページから85ページまでの目14電算機運営費でございますが、5,468万4,000円、22.3％の

増となっております。これは、システム構築委託料、ネットワーク構築委託料などの基幹系システム

の機器更新に関連する費用の増によるものでございます。 

 次に、96ページから101ページまでの項３戸籍住民基本台帳費でございますが、1,668万3,000円、

6.7％の減となっております。これは、住民票等への旧姓併記に対応するためのシステム改修が完了

したことによるものでございます。 

 次に、100ページから111ページまでの項４選挙費でございますが、9,117万1,000円、269.1％の増
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となっております。これは、４月に市議会議員選挙、７月に参議院議員選挙が予定されていることに

よるものでございます。 

 次に、110ページから113ページまでの項５統計調査費でございますが、指導員調査員報酬の減など

により、442万9,000円、19.7％の減となっております。 

 次に、112ページから115ページまでの項６監査委員費でございますが、職員人件費等の減などによ

り、144万2,000円、6.2％の減となっております。 

 次に、152ページから155ページまでの款３民生費、項１社会福祉費のうち、目９国民年金費ですが、

37万4,000円、1.8％の減となっております。これは、年金生活者支援給付金制度に対応するための国

民年金システムの改修が完了したことによるものでございます。 

 次に、ページが飛びますが、268ページから279ページまでの款９消防費でございます。まず、268

ページから269ページの項１消防費、目１常備消防費でございますが、平成30年度とほぼ同額となっ

ており、都消防委託金等を計上しております。 

 次に、268ページから273ページの目２非常備消防費でございますが、4,164万2,000円、28.3％の減

となっております。これは、消防団第５分団器具置き場新築工事の完了によるものでございます。 

 後に、272ページから279ページの項２災害対策費、目１災害対策費でございますが、1,812万

2,000円、22.8％の減となっております。これは、被災者生活再建システムやＪアラート新型受信機

の導入、防災情報ブックの作成等が完了したことによるものでございます。 

 以上が行政管理部関係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】 次に、会計管理者。 

○【本多会計管理者】 続きまして、予算書60ページをお開きください。会計課が所管いたします款

２総務費、項１総務管理費、目６会計管理費につきまして、補足説明申し上げます。 

 予算書の60ページから63ページまででございます。額で30万6,000円、率では3.2％減の931万円を

計上しております。これは、共用ポータブルアンプなどの備品購入費の減額によるものでございます。 

 以上が会計課の所管する平成31年度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】 次に、健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 それでは、健康福祉部関係の予算につきまして、補足説明をさせていただ

きます。 

 健康福祉部所管の予算は、予算書116ページから195ページまでの民生費の一部、196ページから223

ページまでの衛生費のうち、保健衛生費の一部となります。 

 初に、民生費全体では159億4,006万5,000円で、平成30年度と比べ４億5,653万8,000円、2.9％の

増となります。なお、この民生費につきましては、子ども家庭部の所管する児童福祉費も含まれてお

ります。 

 それでは、予算の主なものについて御説明いたします。 

 予算書116ページからの項１社会福祉費は71億1,139万7,000円で、３億5,046万5,000円、5.2％の増

となります。同じページの目１社会福祉総務費は４億３万9,000円で、1,036万円、2.7％の増となり

ます。主な内容といたしまして、新規事業として、成年後見制度利用支援事業費11万5,000円、自殺

対策計画策定事業費10万4,000円を計上しております。 

 予算書126ページからの目２老人福祉費は２億5,992万6,000円で、847万円、3.2％の減となります。
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主な内容といたしましては、高齢者保養施設利用助成事業費として、保養施設利用者補助金237万円

を計上しております。 

 予算書136ページからの目４障害者福祉費は３億8,677万円、685万9,000円、1.8％の増となります。

主な内容といたしましては、身体障害者（児）福祉手当支給事業費として１億6,743万6,000円を計上

しております。 

 予算書142ページからの目７障害者自立支援費は29億5,784万8,000円、２億7,731万円、10.3％の増

となります。主な内容といたしましては、介護給付・訓練等給付事業費として23億9,894万3,000円を

計上しております。 

 予算書152ページの目８心身障害者通所訓練施設費は１億9,452万1,000円、1,668万7,000円、7.9％

の減となります。主な内容といたしましては、障害者センター管理運営事業費では、国立市障害者セ

ンター指定管理料として１億3,538万4,000円を、また、重度心身障害者通所訓練施設事業費では、く

にたち心身障害者通所訓練施設あすなろ指定管理料として5,913万7,000円を計上しております。 

 予算書154ページからの目10国民健康保険費は、国民健康保険特別会計への繰出金を計上し、９億

8,935万9,000円で、2,075万6,000円、2.1％の減となります。同じページの目11介護保険費は、介護

保険特別会計への繰出金を計上し、９億7,230万1,000円で、4,902万4,000円、5.3％の増となります。

同じページの目12後期高齢者医療費は、後期高齢者医療特別会計への繰出金を計上し、８億1,574万

8,000円で、3,865万1,000円、５％の増となります。 

 飛びまして、予算書190ページからの項３生活保護費は23億8,370万6,000円で、１億1,060万3,000

円、4.4％の減となります。同じページの目１生活保護総務費は１億6,224万1,000円で、1,060万

3,000円、6.1％の減となります。主な内容といたしましては、生活困窮状態にある方の就労準備支援

を行うため、生活困窮者自立促進支援事業委託料375万円を、また、生活保護業務適正化に関する調

査検証委員会を運営するため、生活保護行政検証委員会委員報酬22万8,000円をそれぞれ計上してお

ります。 

 予算書194ページからの目２扶助費は22億2,146万5,000円で、１億円、4.3％の減となります。なお、

扶助費につきましては、生活保護における被保護者数の推移等を考慮しまして計上しております。 

 次に、予算書196ページからの款４衛生費のうち、健康福祉部関係について御説明いたします。 

 同じページの目１保健衛生総務費は１億2,584万1,000円で、1,308万5,000円、9.4％の減となりま

す。なお、この保健衛生総務費につきましては、子ども家庭部の所管する事業費も含まれております。

主な内容といたしましては、嘱託員報酬を計上しているほか、保健センター等土地借上げ関連経費

1,780万3,000円を計上しております。 

 198ページからの目２予防費は４億7,169万7,000円で、2,517万5,000円、5.6％の増となります。な

お、この予防費につきましても、子ども家庭部の所管する事業費が含まれております。主な内容とい

たしましては、高齢者の方を対象としました予防接種委託料3,157万2,000円、成人一般健診委託料

3,234万6,000円、がん検診委託料5,744万6,000円を計上しております。 

 後に、予算書204ページからの目３保健センター費につきましては1,813万円で、137万1,000円、

8.2％の増となります。主な内容といたしましては、保健センター施設の光熱水費や修繕費などの需

用費として727万7,000円、庁舎管理業務や設備保守点検などの委託料として905万4,000円を計上して

おります。 

 以上が健康福祉部関係予算の主な内容でございます。よろしく御審査くださいますようお願い申し
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上げます。 

○【大谷俊樹委員長】 補足説明の途中ですが、ここで休憩に入ります。 

午前１０時５７分休憩 

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

午前１１時１５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。 

 次に、子ども家庭部長。 

○【馬橋子ども家庭部長】 それでは、平成31年度一般会計歳出予算のうち、子ども家庭部が所管い

たします款３民生費のうち、社会福祉費の一部と児童福祉費及び款４衛生費の一部につきまして補足

説明申し上げます。 

 初めに、款３民生費についてでございます。予算書125ページの項１社会福祉費、目１社会福祉総

務費のうち、母子・父子・女性施策に係る事業の経費は150万1,000円で、117万6,000円、43.9％減と

なっております。 

 続きまして、ページが飛びますが、154ページから191ページの項２児童福祉費は64億4,496万2,000

円で、２億1,667万6,000円、3.5％増となります。 

 154ページから159ページの目１児童福祉総務費は２億9,019万円で、840万4,000円、3.0％増となり

ます。主な内容といたしましては、平成32年度から５年間に向けて、子ども・子育て支援事業計画の

第２期の策定に伴う委託料242万8,000円、谷保地域で営まれます子育て支援拠点事業の委託料639万

9,000円を計上しております。 

 158ページから163ページの目２児童助成給付・措置費は16億5,565万9,000円で、2,561万1,000円、

1.6％増となります。主な内容といたしましては、児童手当支給事業費は10億450万円で、253万9,000

円、0.3％減、児童育成手当支給事業費は１億3,735万6,000円で、755万円、0.6％減、（特別）児童

扶養手当支給事業費は２億993万8,000円で、1,000万6,000円、4.8％増、こども医療費助成事業費は

２億7,677万2,000円で、1,593万4,000円、5.8％増、母子生活支援施設入所措置事業費は2,521万

1,000円で、211万3,000円、8.4％減、助産施設入所措置事業費は188万2,000円で前年と同額となりま

す。 

 162ページから165ページの目３ひとり親福祉費は4,884万1,000円で、470万4,000円、10.7％増とな

ります。 

 164ページから169ページの目４保育事業費は27億9,883万8,000円で、1,839万円、0.7％増となりま

す。これは、矢川保育園の基本計画設計委託料や実施計画委託料と、平成31年４月１日より運営開始

予定の国立クムクム保育園及び同じく平成31年４月より認可化となりましたさくらっこ保育園と、平

成31年８月開設予定の国立ひまわり保育園の保育所施設整備費及び運営委託料を計上したことによる

費用増が主な要因です。 

 168ページから175ページの目５保育所費は８億336万9,000円で、323万5,000円、0.4％増となりま

す。 

 174ページから177ページの目６幼稚園費は４億7,721万2,000円で、１億4,202万6,000円、42.4％増

となります。これは、平成31年10月から実施となる無償化に伴う幼稚園及び幼稚園における預かり保

育等への補助金を計上したことによる費用増が主な要因です。 

 176ページから179ページの目７子ども家庭支援センター費は3,659万8,000円で、38万7,000円、
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１％減となります。 

 178ページから183ページの目８児童館費は7,754万4,000円で、124万1,000円、1.6％増となります。 

 182ページから187ページの目９学童保育費は２億221万3,000円、1,243万円、6.5％増となります。

これは、学童保育所における高学年受け入れの完全実施に伴い、残る３学童保育所の嘱託員の増員等

を計上したことによります。 

 186ページから189ページの目10青少年育成費は3,072万4,000円で、147万円、５％増となります。 

 188ページから191ページの目11子どもの発達支援費は2,377万4,000円で、44万8,000円、1.8％減と

なります。 

 続きまして、款４衛生費でございますが、母子保健分野が子ども家庭部所管となりますので、当該

箇所のみ御説明いたします。 

 196ページから199ページの項１保健衛生費、目１保健衛生総務費のうち、子ども保健事業嘱託員報

酬の経費は286万9,000円で、344万1,000円、54.5％減となります。 

 198ページから205ページの目２予防費のうち、乳幼児子育て支援事業費は1,126万2,000円で、70万

6,000円、5.9％減、母子保健関連経費は9,478万6,000円で、155万4,000円、1.7％増、母子予防接種

関連経費は１億6,084万1,000円で、1,738万2,000円、12.1％増となります。主な内容といたしまして

は、新生児聴覚検査委託料121万8,000円を計上したことによります。 

 以上、子ども家庭部所管の歳出予算の主な内容でございます。よろしく御審査くださいますようお

願い申し上げます。 

○【大谷俊樹委員長】 次に、生活環境部長。 

○【橋本生活環境部長】 それでは、続きまして、平成31年度予算の款２総務費、款４衛生費、款５

労働費、款７商工費、款８土木費のうち、生活環境部が所管いたします主なものについて補足説明申

し上げます。 

 予算書58ページから61ページ、款２総務費、項１総務管理費、目４広報広聴費のうち、総合案内等

嘱託員報酬、市民相談事業費及び情報公開コーナー管理費でございます。平成31年度は合わせて781

万7,000円で、ほぼ同額となっております。 

 次に、68ページから69ページ及び72ページから75ページ、目９企画費のうち、国際化施策事業費及

びＮＰＯ活動等推進事業費でございます。平成31年度は合わせて223万6,000円で、ほぼ同額となって

おります。 

 次に、84ページから89ページ、目15コミュニティ費でございます。平成31年度は２億4,444万9,000

円で、率にして71.9％、１億222万円の増となっております。主な要因は、コミュニティ施設外壁等

改修工事等の増額によるものでございます。 

 次に、大きく飛びまして、206ページから209ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目４環境衛生

費でございます。感染症対策事業費を除き、平成31年度は403万4,000円で、率にして48.6％、214万

4,000円の減となっております。主な要因は、地下水涵養施策基礎調査委託完了に伴う減額によるも

のでございます。 

 次に、208ページから211ページ、目５公害対策費でございます。平成31年度は4,583万円で、率に

して2.9％、128万4,000円の増となっております。主な要因は、省エネ家電購入促進事業の増額によ

るものでございます。 

 次に、210ページから223ページ、項２清掃費でございます。平成31年度は12億5,946万円で、率に
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して5.6％、6,672万2,000円の増となっております。主な要因は、環境センター管理運営費の粗大ご

み等を処理するための施設修繕費や有料ごみ処理袋等総合管理委託料の増額によるものでございます。 

 次に、224ページから225ページ、款５労働費の勤労市民共済会運営補助事業費と労働・雇用情報提

供事業費でございます。合わせて364万6,000円で、ほぼ同額となっております。 

 次に、232ページから239ページ、款７商工費のうち、生活環境部関係について御説明いたします。

平成31年度は１億128万1,000円で、率にして7.2％、683万円の増となっております。主な要因は、商

店街活性化事業補助金及び観光パンフレット作成委託料の増額によるものでございます。 

 次に、262ページから267ページ、款８土木費、項３都市計画費、目４公園緑地費でございます。平

成31年度は３億288万8,000円で、率にして59.0％、１億1,242万5,000円の増となっております。主な

要因は、公園遊具設置工事及び公園内照明ＬＥＤ化工事、並びに崖線改修工事などの増額によるもの

でございます。 

 以上が生活環境部関係の主な内容でございます。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○【大谷俊樹委員長】 次に、都市整備部長。 

○【門倉都市整備部長】 続きまして、平成31年度一般会計歳出予算のうち、都市整備部関係の主な

ものについて補足説明を申し上げます。 

 初めに、76ページ、77ページ、款２総務費、項１総務管理費、目10用地取得費でございますが、１

万6,000円、1.8％増の89万8,000円を計上しております。 

 次に、ページが飛びますが、226ページからの款６農林費でございます。198万2,000円、3.3％減の

5,764万6,000円を計上しております。減の主な要因といたしまして、農業水路等の設計委託が完了し

たものによるものでございます。 

 次に、238ページ、239ページの款７商工費、項１商工費、目２商工振興費の一部経費でございます

が、5,398万1,000円、47.2％減の6,035万3,000円を計上しております。減の主なものといたしまして

は、239ページの大きな15、企業誘致促進事業費において、交付対象者の減などにより、まちづくり

協力金等を5,383万7,000円減の5,727万8,000円に減額したものによるものでございます。 

 次に、240ページからの款８土木費、項１土木管理費でございますが、１億4,931万8,000円、

18.9％減の６億3,973万6,000円を計上しております。減の主なものといたしましては、245ページの

大きな２、自転車対策事業費において、国立駅南第２自転車駐輪場整備完了に伴い、15、工事請負費

を7,010万2,000円減の102万3,000円に減額しておるものでございます。 

 また、247ページからの大きな５、交通安全施設管理・整備事業費において、街路灯のＬＥＤ整備

進捗に伴いまして、15、工事請負費を3,897万9,000円減の１億9,000万円に減額しているものでござ

います。 

 次に、248ページからの項２道路橋りょう費でございますが、３億916万1,000円、26.2％減の８億

6,937万8,000円を計上しております。増の主なものといたしましては、251ページからの大きな２、

南部地域整備事業費において、17、公有財産購入費に道路用地買収費を4,519万5,000円増の8,160万

円に増額しております。また、減の主なものといたしましては、253ページの大きな３、国立駅周辺

道路等整備事業費において、国立駅北口駅前広場整備工事の完了に伴い３億3,335万円を減額してい

るものでございます。 

 次に、252ページからの項３都市計画費でございますが、目１都市計画総務費から目３開発整備費
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までと目５下水道費で６億8,999万円、28.3％減の17億4,416万4,000円を計上しております。増の主

なものといたしましては、255ページ、大きな３、都市計画決定・変更事務費において、13、委託料

に都市計画変更業務委託料を523万6,000円増の1,242万9,000円に増額しているものでございます。 

 また、257ページの目３開発整備費の大きな１、南部地域整備推進事業費において、13、委託料に

都計道３・４・14号線、鉄道立体交差の調査検討委託料680万円を新たに計上しているものでござい

ます。 

 また、259ページ、大きな２、町名地番整理事業費において、13、委託料に調査業務委託料を872万

円増の1,786万4,000円に増額しているものでございます。 

 また、同じく259ページの大きな５、旧国立駅舎再築事業費におきましては、5,133万2,000円増の

２億1,722万8,000円に増額しているものでございます。旧国立駅舎を再築するために平成28年度に基

本設計、平成29年度に実施設計を行い、平成30年度から工事を行ってまいりました。引き続き平成32

年２月の竣工を目指して工事を行ってまいります。 

 また、261ページの大きな７、富士見台地域のまちづくり事業費におきまして、重点まちづくり構

想策定に向けた事業の進捗に伴い、13、委託料に富士見台地域まちづくり事業支援委託料を95万

9,000円増の894万7,000円に増額しているものでございます。 

 また、同じく261ページの大きな８、矢川公共用地活用事業費において、13、委託料に矢川複合公

共施設基本設計委託料等を1,557万円増の2,393万4,000円に増額しているものでございます。そして、

新たに設けました同じく261ページになりますが、大きな９、矢川駅周辺まちづくり事業費、2,325万

4,000円を計上したことによるものでございます。 

 また、267ページの大きな１、下水道事業特別会計繰出金を832万円増の10億9,928万1,000円に増額

しております。 

 一方、減の主なものといたしましては、目１都市計画総務費において、前年度計上しておりました

都市計画マスタープラン改訂事業費122万3,000円は、平成30年６月に都市計画マスタープラン第２次

改訂版が策定されましたことから、全額減額したものでございます。 

 また、257ページの目２街路事業費の大きな１、都市計画道路３・４・10号線整備事業費において、

用地買収の完了に伴い、８億1,430万9,000円の減額となっております。 

 また、259ページ、大きな３、市内建築物耐震化促進事業費において、市内の対象木造住宅の普及

啓発の完了によりまして委託料を全額減額したことから、647万6,000円の減額となっております。 

 261ページの大きな７、富士見台地域のまちづくり事業費において、30年度計上しておりました東

京大学との共同研究負担金118万8,000円は、協定により初年度のみの負担となるため、全額減額とし

ております。 

 以上が都市整備部関係の主な内容で、12億441万6,000円、26.3％減の33億7,217万5,000円を計上し

ているものでございます。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 

○【大谷俊樹委員長】 後に、教育次長。 

○【宮崎教育次長】 続きまして、款10教育費について補足説明申し上げます。 

 予算書の280ページから367ページまででございます。教育費の総額は27億8,507万5,000円で、

6,051万8,000円、2.1％の減となっております。教育費の一般会計に占める割合は9.14％でございま

す。 

 それでは、項ごとに主なものについて御説明申し上げます。 



－ 91 － 

 初めに、項１教育総務費、280ページから295ページまででございます。教育総務費は６億4,934万

4,000円で、5,721万1,000円、9.7％の増となっております。285ページにございます個別の教育支援

が必要な児童への合理的配慮の提供のために、新たに小学校に配置する合理的配慮支援員報酬、291

ページにございます不登校児童生徒への対応の充実を図るために、配置時間数を増加する家庭と子ど

もの支援員謝礼、295ページにございます新学習指導要領への対応等のため、大型テレビを小中学校

に整備する教科備品などを計上しております。 

 次に、項２小学校費、294ページから321ページまででございます。小学校費は６億7,340万円で、

1,692万5,000円、2.6％の増となっております。299ページにございます児童の熱中症予防対策などの

ために設置する冷風機の購入費、321ページにございます2020年度に工事を予定している小学校３校

分の屋内運動場空調設備整備工事実施設計委託料、小学校３校にて工事を行う洋式便器取替工事費、

第二小学校、第五小学校改築マスタープラン作成支援委託料などを計上しております。 

 次に、項３中学校費、320ページから337ページまででございます。中学校費は２億8,500万7,000円

で、8,822万2,000円、44.8％の増となっております。増の主な理由は、335ページにございます第一

中学校、第二中学校で工事を予定しております屋内運動場空調設備整備工事の増によるものでござい

ます。また、小学校費同様、325ページにございます冷風機の購入費、335ページにございます中学校

１校分の屋内運動場空調設備整備工事実施設計委託料及び洋式便器取替工事を計上しております。 

 次に、項５学校給食費、336ページから341ページまででございます。学校給食費は３億895万4,000

円で、1,039万7,000円、3.3％の減となっております。341ページにございます新給食センター用地の

地盤調査委託料のほか、センター運営に係る諸経費を計上しております。 

 次に、項６社会教育費、340ページから349ページまででございます。社会教育費は２億8,118万

4,000円で、１億2,321万4,000円、30.5％の減となっております。減の主な理由は、平成30年度まで

に行ったくにたち市民芸術小ホールのエレベーターや外壁等改修工事費及び古民家カヤぶき屋根ふき

かえ工事が完了したことに伴う減によるものでございます。また、343ページにございます北秋田市

との都市間交流事業に関連するマタギ体験学習会負担金、345ページにございます本田家資料保管委

託料などを計上しております。 

 次に、項７社会体育費、348ページから355ページまででございます。社会体育費は１億8,320万

1,000円で、１億7,576万2,000円、49.0％の減となっております。減の主な理由は、平成30年度まで

に行ったくにたち市民総合体育館外壁等改修工事が完了したことによる減によるものでございます。

また、353ページにございますオリンピアン・パラリンピアンを招聘する講演会に係る講師謝礼等、

355ページにございます都の補助金を活用した総合体育館トイレ改修工事などを計上しております。 

 次に、項８公民館費、354ページから363ページまででございます。公民館費は１億7,891万9,000円

で、5,722万6,000円、47.0％の増となっております。増の主な理由は、359ページにございます公民

館外壁改修工事の増によるものでございます。また、363ページにございます自立に課題を抱える若

者支援事業費などを計上しております。 

 後に、項９図書館費、362ページから367ページまででございます。図書館費は２億2,506万6,000

円で、2,927万1,000円、14.9％の増となっております。増の主な理由は、367ページにございます図

書館のシステム変更委託料の増によるものでございます。また、365ページにございます都の補助金

を活用した中央図書館トイレ改修工事などを計上しております。 

 以上が教育費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。 
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○【大谷俊樹委員長】 補足説明が終わりました。 

 それでは、款１議会費から款７商工費まで、一括して質疑を承ります。髙柳委員。 

○【髙柳貴美代委員】 それでは、款２総務費のところから、101ページの７番、立川・昭島・国立

聖苑共同運営事業費のところでございます。こちらのほう、31年度の予算は4,827万2,000円、30年度

は5,516万8,000円、29年度も5,516万8,000円と同じ金額でございましたが、31年度になって689万

6,000円ほど減っております。この減った理由を教えてください。 

○【毛利市民課長】 お答えいたします。こちらは、立川・昭島・国立聖苑組合のほうがまず負担金

総額というのを決めます。３市で負担する負担金の総額でございます。こちらを均等割、それから人

口割というものをして３市に割り振ってくるわけなんですけれども、そちらの負担金の総額が、29年

度までが若干高かった。30年度以降が下がっていることによる減額でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。そうしますと、人口割とか、そういうことで３市で

割ってその金額が出てきて、その計算によると減額が行われたということでございました。今、多死

社会になっているのにこういう減額もあるんだと思いました。 

 12月議会の一般質問におきまして、亡くなった方が国立市民であったら無料であるということは、

多くの方が御存じなんだけれども、特養ホームなどに入居されて、２カ月以上はそこにいるというこ

とになりますと、住民登録も、その市のほうに住民票を移されると思うんです。住民票を移された方

に関して、御相談というか御意見をいただいたんです。その方のお母様が八十何年、国立市で暮らし

ていて、 期、どうしても見ることができなくなって、他市の特養に入られたということでございま

した。その方がそちらのほうで亡くなられたと。でも、国立市、また、立川、昭島市以外の特養ホー

ムに入られていたので、市民ではないということで利用料金が８万円ほど発生したという、ちょっと

金額もあれなんだけれども、ずっと八十何年、国立市民として暮らしていたのにもかかわらず、 期、

市民じゃなくてという気持ちがして寂しかったという御意見をいただきました。 

 その件に関しまして、市民課の課長さんに調べていただきましたところ、特養ホームとか老健とか

に入られて、住所地特例を受けられている、適用されている方におかれましては、介護保険証などを

お持ちいただければ無料になるということがわかりました。そういうことを知らない方がとても多い

んだということ、やはりそのときにならないと、亡くなったときじゃないとわからないというのが実

情でございます。 

 その折に、そのようなことがあるということを、ぜひともいろいろな形で広報していただきたいと

いうことをお願いしました。そうしましたら、早速国立市のほうでは、介護保険等の住所地特例の適

用を受けていた方の使用料は無料ですというふうにすぐに載せていただきましたこと、本当に感謝い

たします。また、そのときは、立川市のホームページのほうはまだできないという状態だったんだけ

れども、こちらからお願いしてまいりますというお答えでした。そちらのほうも今はきちっと入るよ

うにはなったんですけれども、ちょっとわかりにくいかという内容なんです。立川市、昭島市、国立

市発行の介護保険等対象者であった方は、減免となる場合がありますのでお問い合わせくださいとあ

ります。私は、国立市の介護保険等の住所地特例の適用を受けていた方の使用料も無料ですという書

き方のほうがすごくわかりやすいので、もう少しその辺のところもわかりやすい形で載せていただけ

ないかということをお願いしていただくことは可能でしょうか。 

○【毛利市民課長】 ホームページの表現について、立川聖苑の事務局のほうに申し伝えるようにさ

せていただきます。 
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○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。ぜひとも、これから多死社会を迎える国立市にとり

ましても非常に大切なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。また、ホームページとい

うのもあれなんですけれども、それだけではなくて、職員の方に電話で聞かれる方とか、ケアマネさ

んとか、そういう方も知っていただくということが、私は情報の共有ということが必要だと思うんで

す。親切に丁寧な御案内ができることがベストだと思うんです。この間、その辺のことも努力してい

ただくという御答弁をいただきましたけれども、その後はいかがでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。この件につきまして、課の中では情報共

有しているところでございますけれども、窓口対応だとかお電話だとかというところで、今後御相談

があった場合には、担当課のほうと十分な連携を図りまして、丁寧に情報提供できるように今後も努

めてまいりたいと思います。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。今までどうしても死ということに関してはタブー視

してしまうところがあったと思います。でも、今、地域包括ケアが国立市の場合は非常に進んでまい

りまして、多くの方々が自分の死の捉え方、死に方ということを考えていかなきゃいけないという御

意見を非常に多くいただくようになっております。その中で、こういったことも１つの事例だと思い

ますので、ぜひそこのところ、市民課の方々にも、皆さん、職員さんのほうで情報共有をよろしくお

願いいたします。 

 それでは、次の質疑です。235ページの款７の商工費、５、公衆浴場運営補助事業費でございます。

こちらは、歳入のほうでも私は少し触れさせていただきましたけれども、100万円という交付金に関

しましては、健康増進型公衆浴場改築支援補助金であるかと思われます。東京都のほうで今このよう

な支援の補助金を出したということだと思うんですけれども、地域で見守り活動を行って、そして本

当の意味での全世代型の地域包括ケアを構築していくためには、今、商業支援ということだけ別に分

かれているような時代ではないと私は思っております。まちの振興課におきましては、商業振興とい

うことを、縦割りだけではなく横串を通して、福祉とか、私は医療のほうも提携できるのではないか

といろいろ考えておりますが、国立市としてのこれからのいろいろな考え方はどのようになっている

か、教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。公衆浴場施設の補助金については、市内に残ります

公衆浴場に対する補助でございますけれども、そもそもの趣旨というのが、公衆衛生の確保というこ

とが一番の目的だそうでございます。そういった趣旨で我々のほうは補助させていただいているとい

うところがあるんですが、今まで十分に情報交換できたかというと、そこまで密にというところはな

かったので、お話を受けまして、十分意見交換、情報交換させていただきたいと思います。 
○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。きのう少し触れさせていただきましたら、早速地域

包括の課長さんと三澤課長のほうで話し合いをしていただいて、今度、一緒に訪れていただくという

お話も先ほど伺うことができました。国立市の場合、包括ケアを充実させていくためには、この縦割

りを外すということは本当に大切だと思いますので、なかなか難しいこともあると思うんですけれど

も、商業と農業と、また医療と福祉、工業もそうです、起業家。国立市全体が、オール国立市で支え

ていくような体制をつくって、また必ずや商業振興にも私はつながると思いますので、そのような視

点もこれからぜひとも持ち合わせていただきたいと思います。 

 そして、 後、質疑させていただきます。款２総務費のところで、75ページでございます。23番、

イベント業務等のところ、５市共同事業実行委員会主催子ども体験塾イベント委託がございます。こ
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ちらは、こちらの冊子、「だれもが暮らしやすく自分らしく輝くまちへ！」という予算の概要のほう

にも事業120ということで載っております。中央線の沿線の国立市、国分寺市、小金井市、三鷹市、

武蔵野市の５市で共同事業としてなさるということでしたけれども、簡略で結構ですので、どのよう

な事業でしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらは、その５市の共同事業でございまして、５年に一度、幹事市が回

ってまいります。国立市は今回幹事市ということでイベントを考えておりますが、これはルッカの関

係もありますので、子供たち、親子でオペラを鑑賞できるようなイベント、またイタリアの文化に触

れられるようなイベントを今、企画しているところでございます。 

○【髙柳貴美代委員】 これは、プロポーザルで委託の事業者をということでよろしいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 はい。公募のプロポーザルを考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 ルッカ市と都市間交流を結ぶということで、芸術のまちでございますから、

それに合わせてこのような企画を立てられていると思うんですけれども、以前、国立市以外におきま

しては、どのような事業が行われているか教えてください。 

○【黒澤政策経営課長】 これも各市それぞれ特色あるんですけれども、例えば、国分寺市さんは宇

宙のまちというのを売り出しているので、宇宙に関係するイベントでしたり、あと武蔵野市さんは、

やはり都市間交流で海外とやっています関係で、ヨーロッパ――ブルガリアでしたでしょうか――の

音楽の関係でオーケストラを呼んだとか、30年度は小金井市さんがオリンピック直前ということで、

オリンピック関係のイベントをしております。以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 よくわかりました。そうしますと、ルッカ市さんと市長が行っていただいて、

いろいろな交流が生まれて、国立市だからこそできるような内容で、非常に魅力的な事業をつくって

いかれるということで、この予算をとられたということでよろしいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 委員おっしゃるとおりだと思います。 
○【髙柳貴美代委員】 私からは以上です。 

○【大谷俊樹委員長】 質疑の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。 

午前１１時５６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続行いたします。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 よろしくお願いします。予算特別委員会資料№53と概要版でも出ていますが、

２ページ、円グラフが出ていると思うんです。その中でこれを見ると、民生費は大きいなと僕なんか

も思います。 

 ただ、その中で民生費って非常に幅が広いです。僕なんかもこれを見ただけで、市民の目ですよ。

役所の皆さんでもなく市民の目で見た中で、これで民生費って、結局、生活保護費とかというような

感覚になってしまうと、やっぱり違うイメージがいってしまうと思うんです。なので、この民生費の

中には母子の費用ですとか保育園の費用、あと幼稚園の費用も入っているということだと思うんです。

なので、このつくりをどうにか変えてもらえないかなと思うんです。一括で民生費って分析しづらい。 

 それから、教育費に含まれるものも入っているんです。幼稚園費なんて、これはまさに教育費です。

なので、そのあたり、子供に優しいとか、子育てしやすいまちとかというのであれば、そのあたりか

らまず工夫するべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。 
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○【黒澤政策経営課長】 決算のときには決算統計という作業がありまして、同じ民生費、扶助費の

中でもおっしゃられたような社会福祉費ですとか障害者福祉費、また、児童福祉費と細かい分析がで

きるんですけれども、今、技術的に予算の段階では、実は手作業で分けているものですから、民生費

というくくりでしかお出しできないという側面がございます。しかしながら、おっしゃっていること

は確かにそのとおりだなと思います。 

 例えば就園奨励費が、おっしゃったように、今、国立市は民生費に入っておりますけども、他市で

は教育費に入っていたりします。それは大体５億円規模でございますので、それを加えますと、また

割合というのは変わってくるとか、そういったことがございますので、今御提案の趣旨を踏まえまし

て、よりわかりやすいものを、また2020年度に向けて考えてまいりたいと思います。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。ぜひ市民の目に触れるもの、決算概況は僕らは見て判

断しますし、当然これぐらいの予算規模だって、ある程度、議員を続ければわかると思うんです。ま

た、市長部局の皆様もわかっていると思うんですけど、ただ一目で見て、この市、これだけ子育てに

力を入れている。僕はやっぱり少子高齢化問題点って一くくりに言うんですけど、少子化問題という

のと、高齢化問題というのを分けなきゃいけないと思いますし、僕は高齢化問題というのはないと思

っていて、その中で元気な高齢者に活躍してもらう施策というのは当然あるべきだとは思うんですけ

ども、ただ、これから持続可能な国をつくる上で一番大きな問題というのは少子化問題だと思うんで

す。その国をつくる上で基礎自治体が一番やるべきことはそこだと思います。その中でどれぐらい予

算を使っています、国立市はここまでやっていますよというのは、ぜひアピールしてもらいたいため

にも、そのようなことはしていただきたいと注文させていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして予算書の87ページ、空き家対策の件ですが、これはどの程度、今回の予算で

進むのか、教えていただけますでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 答弁申し上げます。今回の予算の大きなところは、１つはこの後の建設

環境委員会でもお出ししております審議会の設置、もう１つが委託料にございます空き家実態調査、

これは３年前に実施いたしましたが、31年度についても実施するということで組んでございます。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。じゃ、その後の審議会の中で活用なども審議していく

ということになるんですか。それとも、実態調査のみということになるでしょうか。 

○【三澤まちの振興課長】 まずは審議会を立ち上げさせていただいて、一番 初、利活用というよ

りは、一番 初に特定空き家に認定するという作業を進めていきたいと考えています。それで、こと

し調査をやって、次年度、利活用も含めた計画を練っていくというふうに今は考えてございます。以

上です。 

○【遠藤直弘委員】 委員会のほうでまた報告して、そこで質疑があると思いますので、ちょっと時

間がないので次に回したいと思います。非常に注目していますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、93ページのコンビニ交付並びに101ページの個人番号カード交付事務なんですけれど

も、資料でも出していただいておりますけれども、個人番号カード、なかなか普及がどうなんでしょ

う。進んでいる、進んでいないというような分析とかというのはされていますでしょうか。 

○【毛利市民課長】 お答えいたします。個人番号カード、マイナンバーにつきましては、今、 新

のデータが２月末現在で市民の15％を超えたところでございまして、こちらは東京都の中ではおおむ

ね平均的なところと考えております。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。15％、これは予算特別委員会資料№12で出していただ



－ 96 － 

いて、１万1,385枚が、直近なのかはちょっとわかりませんけれども、３月６日の資料作成で出てい

るということでございます。人口比でいうと15％で、ただ、やはり子供たちがつくるとは思えないの

で、親御さんが身元保証されている中で、自分自身のマイナンバーカードが必要になるということは

なかなかないのかなと思うと、18歳以上ということになると、６万5,000人ぐらいですか。そうする

とまたパーセンテージが変わってくると思いますけれども、全市平均というふうに言われますけれど

も、これはやっぱりしっかりと努力していただきたいなと思います。僕は公平・公正な社会をつくる

ための１つだと思っています。 

 その中で、税逃れですとか、そういうことがないような形でやっていただく。また、セキュリティ

ーなどもというふうに言われていますけれども、日本のマイナンバーカードの仕組み、かなりセキュ

リティーもほかの先進国と比べても非常に有意性があると思いますので、しっかりと取り組んでいた

だきたいなと思います。 

 また、それに伴うコンビニ交付の件です。よくこの件を話題に出される議員もいらっしゃるんです

けれども、私はぜひこのコンビニ交付事業をしっかりやってもらいたいなと思います。私も今、いろ

いろと私的なところで住民票をとったりとか、家を建てているんですけど、そのお金を借りるのにい

ろいろとやるんです。そのときにコンビニはすごく助かります。時間関係なくとれるし、コンビニは

すぐそこだし、わざわざ来なくて、物を書かなくてもいいし、ボタンを押すだけですし、非常に楽な

んです。そういう楽なものをぜひしっかりと市民の方にアピールしてもらいたいなと思います。これ

は代表質問でもやらせてもらいたいと思うんですけれども、市民課の人件費の問題とかを考えると、

やはりどこを少なくして、どこを広げなければいけないのかということを考えると、やはり相対でし

っかりと人と接していかなければいけない、例えばふくふく窓口の人員を少なくできるかというと、

この先も僕は難しいと思います。その中で発行業務というのは本当に人がやらなきゃいけないんです

かということは考えなければいけないと思います。 

 その中で人件費のバランス、リバランスということを考えた中では、こういった便利な仕組みがあ

って、しかも市役所まで来なくても、これだけコンビニがいっぱいある中で、できるものを普及させ

ないと損ですよね。市民にとっても損ですし、市役所の財政的な問題も損だと思います。ぜひ普及活

動していただきたいなと思います。 

 それから、よくその中で１枚幾らかかるのかという議論をされるんです。私、それから考えると、

市役所の中で、じゃ、今まで住民票ですとか印鑑証明ですとか、そういうようなものを、じゃ、今ま

で市役所、町役場ができたときからずっと高いコストをかけて、そういうものを発行していたと思う

んです。だけど、市民のためにということで安く抑えてやっていたと。その仕組みをつくったときの

ことを考えれば、そのときには絶対高コストなんです。今、その時期なんです。これから先、人がや

るのではなくて機械でできることは機械に移管してきましょうというときの一番コストのかかるとき

の話と、今、成熟してやっと波に乗って行っている、ちなみに今、人がやったものは１枚幾らかかっ

ているんですか。 

○【毛利市民課長】 こちら、物すごく大ざっぱな計算になりますが、平成29年度の窓口での発行枚

数を、窓口で従事しております職員の証明発行にかけている時間で割ったコストでございます。人件

費だけでございまして、物件費その他を含んでおりませんが、おおむね350円から400円程度かなとい

うところでございます。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。結局、200円のものを400円かけて出していると、350
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円かけて出しているという言い方もできるわけです。これは成熟したからですね。でも、それがコン

ビニ交付になれば、今後先、もっと安くできるかもしれないです。全部そうすれば、恐らくそれより

もコストが下がるはずです、人件費がかからないんだから。あとは軒先を借りてやるわけですから、

場所代もかからないということになりますので、それはしっかりと進めていただきたいなと思います。 

 それでは、続きまして 後に１個だけ、229ページ、農業振興対策費の件ですけれども、これはど

のような取り組みをされるのか、お伺いできますでしょうか。 

○【関都市農業振興担当課長】 農業振興対策費の主な用途ですけれども、まず、11の需用費のとこ

ろでは、野菜販売用のレジ袋を作成いたします。また、印刷製本費のところでは、くにたち野菜のＰ

Ｒ用のシールの作成費用を含んでおります。 

 また、11の補助金（その他）のところでは、農業展補助金としまして、これは農業まつりの農業展

に要する補助金、次に、くにたち野菜月間補助金については、くにたちマルシェ、第三公園で大々的

に行っておりますイベントの補助金です。 

 次の認定農業者支援事業補助金につきましては、今市内で22団体を認定農業者として認定しており

ます。その方々に対する補助金という構成でございます。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。今聞いて、都市農業として、じゃ、生き残ろうと思っ

たときに、非常に厳しいというか、やはりレジ袋をつくったりとか、シールをつくったりとかと工夫

されていらっしゃると思うんです。 

 だけど、僕は都市農業でこれだけ地価の高いところで物をつくろうと思うと、やはりブランドをつ

くるしかないと思います。例えばまち全体で同じものをつくって、それを国立の地場のものだと。例

えばちょっと高目のフルーツをつくるとか、今、小平とか国分寺とかでブルーベリーをやっています

ね。東京農業大学の先生なんかとタッグを組んでやっているんです。この間、その先生なんかとちょ

っとお名刺交換する機会がありましたけども、ぜひ相談してもらいたいというふうに言っていました。 

 ですので、１個、何か国立の特色が出るようなそのものをつくるようなことを、まちとしてぜひ考

えていっていただきたいなと思いますので。 

○【関都市農業振興担当課長】 今現在、トウガラシを使った「辛すぎて谷保」、あとはお米を使っ

た「谷保の粋」など、加工品としていろいろな特産物みたいなものをつくっているんですけども、以

前、谷保ナスということで復活して、名産品にはということが出たんですが、まとめて一斉に農家さ

んがそれを作付しても販売先が困るということがありましたので、今現在のところは特産品というと

ころでは、農業者勉強会というところでも議論に上がっていないところでございますが、今後、農業

振興というところで、そういった方策も考えなければいけないと思っておりますので、今後の課題と

思っているところでございます。 

○【遠藤直弘委員】 もうこれ以上は言わないですけれども、ブルーベリーは、あれは１年で４回収

穫すると、６倍の収穫量になって、それで要は事業化できたということだったんです。これはやはり

農業者の方と話しても、当然その方たちの生活もあるので、なかなか融通がきかなかったりとか、う

まくいかなかったりするところがあると思います。これは大学がせっかく近くにありますから、そう

いったところとつながりながら研究していく。これはまちの中で研究していくということをぜひ望み

たいと思います。以上です。 

○【石井伸之委員】 それでは、予算書119ページ、福祉総合相談窓口事業についてお聞きいたしま

す。 
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 中川議員が平成30年12月議会で一般質問をされていました別府市、また松坂市では、御逝去された

方の御遺族が市役所で手続をする際のワンストップサービス、おくやみコーナーを設けておりますが、

国立市ではこういった窓口設置に向けて、平成31年度、いかがお考えでしょうか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。それではまず、福祉総合相談窓口、ふくふく窓口での対

応でございます。 

 まず、市民の方からそういう葬儀後の手続、庁内の手続について御不明な点があれば、市民課が手

続案内のパンフレットなども配っておりますので、そういったものをお持ちでもわからないという市

民の方がふくふく窓口にいらっしゃいましたら、まず、ふくふく窓口の原則としては、来た相談につ

いてワンストップで対応する。場合によっては各窓口に同行して相談をするというような形をとって

おりますので、そういった形でまず対応させていただいているところでございます。以上でございま

す。 

○【石井伸之委員】 お悔やみに関することなので、あまり公の場所というよりも、できればひっそ

りとした、小さなスペースで結構ですので、どこか一つで手続ができる場所をというところが落ちつ

いた場所であればいいかなと感じる次第です。 

 また、髙柳議員が平成30年12月議会で「葬儀後の手続き案内」について見直すように質問をされて

おりましたので、先ほど課長が言われましたとおり、やはり亡くなられた方の御遺族が庁内を１人で

歩き回るのは、どうしてもふびんに感じてしまうので、ぜひ職員の方による誘導、案内、こちらはぜ

ひ徹底をしていただきますようにお願いをいたします。 

 続きまして135ページにあります高齢者を熱中症等から守る緊急対策事業ということで、19万4,000

円、ちょっと額としては小さいんですが、私はこれは非常に重要な施策であると認識しております。

特に現在、厚生労働省が後援をしております、「健康のため水を飲もう」推進委員会では、水を飲む

ことの大切さを平成19年の夏より提唱しております。体の中で水分が不足しますと、熱中症、脳梗塞、

心筋梗塞、さまざまな健康障害のリスク要因となり、そして、体の中の水分20％を失いますと、死亡

のおそれがあるということが提唱されております。そこで、「目覚めの一杯、寝る前の一杯。しっか

り水分 元気な毎日！」とのスローガンのもとで、水分摂取を働きかけているわけでございます。そ

こで、１日に1.2リットルの水分摂取が理想と言われておりますので、この点も盛り込んだ中で、ぜ

ひこの事業を実施していただきたく思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 高齢者を熱中症等から守る緊急対策事業というところでの御質疑でござ

います。この事業、現在やっている内容としては、商工会様等の御協力をいただいて、市内に非常に

暑い時期に高齢者の方が町なかを歩いていて立ち寄れるようにということで、各商店に避難所という

形でステッカーを張っていただく、あるいはのぼり等を掲げていただくということで、高齢者の方が

外出先で熱中症等になるのを少しでも回避できればというところで進めている事業でございます。 

 委員に質疑いただいた水分の摂取ということも非常に重要だと認識しておりますので、この事業と

あわせて、ふれあい牛乳や食事サービス等を利用していただいている方にチラシという形で水分の摂

取、あるいは塩分や砂糖を入れた経口補水液のつくり方を記載したチラシ等を配るということも行っ

てはいるところでございますけれども、この熱中症予防の事業とあわせて、この事業を実施する際に、

夏場に市報に記事の掲載もさせていただいておりますので、そういったところとも絡めて、広く水分

摂取の重要性を市民の皆様に情報提供できればと考えてはございます。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 ぜひその方向に向けて努力をお願いいたします。 
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 そこで、「健康のため水を飲もう」推進委員会の事務局の中では、そちらに連絡をしていただきま

すと、無料で非常に見やすい、わかりやすいポスターを送っていただけるということもありますので、

ぜひ御活用のほうお願いします。 

 そして、一番やはり問題なのは、高齢者の方々が暑さ寒さに対する感覚が鈍くなってしまい、結局

御自宅の中で暑いと感じたときには、既にもう熱中症状態という形で発見をされ、そして救急搬送さ

れるということがありますので、やはり速やかに、三十何度となったら設定温度は28度でエアコンを

使うということも、ぜひとも働きかけていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 夏場、暑いときにエアコンの使用を我慢したがために健康を損なうこと

があってはいけないということは私どもも認識しておりますので、先ほど申し上げました市報等を通

じての情報提供、あるいはホームページが有効かどうかはまたあれなんですけれども、少しでもそう

いったエアコン使用をためらわないでいただきたいというところは、介護保険の事業所等を通じても

高齢者の方に周知していきたいと考えております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 いろいろご近所さんでレッツ・ゴーもあれば、さまざまな健康事業に取り組ま

れていると思います。特にそういった面では、地域包括ケア推進担当課長のほうで、これは要望、意

見にとどめますが、ぜひともさまざまな形で高齢者の方々の健康維持、熱中症対策に向けて適切な情

報提供をお願いいたします。 

 そして、エアコンのほうが、いきなり夏場、スイッチを入れて動かないとか、そういうこともあり

ますので、ぜひそのあたりは梅雨の時期になったら、一回エアコンを動かしてもらって、もしもエア

コンの調子が悪かったら、地元商工会から地元の電気屋さんを紹介する仕組みとか、こういった形で

地元の商工振興にもつなげていただきますようにお願いをいたします。 

 そして、続きまして、予算書の205ページにあります各種がん検診関連経費、6,458万7,000円。こ

ちらの中に胃がんリスク検診が入っているかと思います。そこで平成31年度の胃がんリスク検診の予

算額、また概要、さらにわかりましたら平成30年度の状況も御答弁お願いいたします。 

○【橋本健康づくり担当課長】 胃がんリスク検診のことでございます。事業の紹介ということで

少々長くなるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 血液検査でピロリ菌の有無と胃粘膜の萎縮状況を調べる検査でございまして、胃がんになるリスク

が低いのがＡ、だんだん高くなるというのがＤということで、ＡからＤの判定をしております。対象

者は東京都がん検診センターの専門医の先生に御助言いただきまして、国立市では50歳から59歳とい

うことで行っております。29年度の12月から３カ月間行いまして、期間が短かったということもあり

まして、113人の受診者。平成30年度は４月から、まだ１月分までなんですけれども、244人の受診者

ということで今の時点で２倍にふえております。 

 また、リスクの低いＡ以外の方の人数でございますが、29年度はＢが19人、Ｃが３人で22人、30年

度はＢが36人、Ｃが14人、Ｄが１人ということで51人で、その後のフォローが必要な方も２倍という

ことになっております。 

 ２倍になった要因としましては、実施機関が１年目である29年度は３カ月間と短かったということ

もございますし、そのため、今年度は60歳までということで対象者を伸ばしまして、行っております。

８月に59歳と60歳の方に個別通知を差し上げております。レスポンスが大変よろしくて、このような

受診者の伸びにつながったのかなと思っております。 

 結果がＢからＤの方に対して保健師が電話をかけて、その後の御様子を伺っておりまして、全員と
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連絡がとれているわけではございませんが、リスクが高い方も含めて、がんの方は今のところ、発見

されておりません。早目に気をつけることができてよかったということと、よい機会となったという

ことで意見をいただいております。来年度は、胃がんリスク検診、254人から362人、108人ほどふや

しての計上にしております。まだ２年目でございまして、お知りになっていない方も多うございます

ので、周知普及と、引き続き、制度管理及び支援に努めていきたいと思っております。以上でござい

ます。 

○【石井伸之委員】 大変丁寧な、また、すばらしい答弁をいただきまして、ありがとうございます。

やはり未然に病気予防するためにも、ぜひ必要なんだということを、この59歳、60歳の方々に直接御

案内を出していただいたことは大変心から感謝を申し上げます。ぜひとも国民皆保険制度を維持して

いくためにも、何といっても医療費の削減が重要でございますので、今後ともこの取り組みを進めて

いただきますようにお願いいたします。 

 後なんですけれども、49ページにあります時間外勤務、こちらが1,605万円という形で計上され

ております。この時間外勤務、少しでも下げていくための努力、いかがお考えでしょうか。 

○【平職員課長】 時間外勤務の削減につきましては、平成30年度、今年度は大変力を入れて全庁的

に取り組みました。今年度の見込みですけども、おおむね平成29年度比で11％程度の削減ができるの

ではないか。１月、２月の状況も見てみないとなんですが、そのように判断しております。 

 今年度の予算につきましては増となっているんですが、それについては、ほとんどが選挙の関係で

す。参院選と、あとは議会選挙がございますので、その分で大きく増になっております。ただ、定例

的な業務の中での時間外については下がっているということで、今後も引き続き、この機運を途切れ

させないように31年度も取り組んでまいりたいと思っております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 了解しました。そうですね、大きな選挙が２つあったということを今御答弁を

いただきました。ぜひとも今、平課長のほうで答弁されていたように、少しでも時間外の圧縮のほう

をお願いします。 

 そこで繁忙期応援制度をぜひとも今年度も活用していただくようお願いいたします。そういった中

で１つ、茨城県龍ケ崎市では、職員事務応援制度実施要綱というものがありまして、毎年、税務課が

繁忙期となりますこの年度末の時期に、２年目、３年目の職員が応援に入って、そして現在の税務の

組み立てを知るという形で、この繁忙期応援制度を活用しているということがありますので、少しで

も市財政の根幹をなす税について若手職員が知る機会、こういったものもつくる中で、この繁忙期応

援制度を活用する中で、時間外の削減に向けて努力をお願いして、私は終わります。 

○【青木 健委員】 それでは、済みません。ちょっと足早になりますけれども、何点かお伺いした

いと思います。 

 まず、予想書85ページ、システムコンサルタント委託料、これが対前年比でいうと、約120万ぐら

い減額になっておりますけれども、減額になった理由はどういうことでしょうか。 

○【町田情報政策担当課長】 減額になっている内容でございますが、委託契約をしております主要

な事項が１件減ったということでございまして、内容は、マイキープラットフォームの構築の関係の

支援という形になっております。 

 これはマイナンバーに関連して新しくポイント制などを導入するための基盤となるようなプラット

フォームを構築するというものでございまして、その導入等に関する支援というものをお願いしてい

たものが平成30年度にございまして、31年度はそれが抜けたということでございます。 
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○【青木 健委員】 わかりました。そうしますと、627万、平成31年度予算になるわけなんですけ

れども、システム改修とか保守点検とか、この種のものは予算書の中で数が多いですね。これらにつ

いて、この627万で全て精査をしているということでよろしいんでしょうか。 

○【町田情報政策担当課長】 こちらの予算の精査ということでございますが、現在、予算編成に当

たりましては、そのプロセスの中で調達ガイドラインというものを導入するというところで、このコ

ンサルにも入っていただきまして構築してございます。その中で業者から出てきた見積もり等につい

ては、しっかり評価させていただいて、余分な利益を積まれないような形で審査して、予算化してい

るところでございます。 

○【青木 健委員】 いや、だから、全てのものを見ているんですか。 

○【町田情報政策担当課長】 そうです。予算化する案件の中で必ず盛り込まれている仕組みになっ

ておりますので、全件、見させていただいております。 

○【青木 健委員】 そうしますと、大体どれぐらい、そういう余分なものを見込んでいる見積もり

を出してくる業者というのはあるんですか。 

○【町田情報政策担当課長】 平成31年度の予算についてでは、そう大きな幅で盛ってくるというこ

とはなかったんですけれども、平成30年度の予算の際には、額にしまして6,500万ほど、全体の点検

中で圧縮することができております。 

 件数的には平成31年度予算化したものは減ってきてはいるんですけれども、その中では、逆に本来

盛るべき内容の項目が入っていなかったりという、逆の掘り起こしが出ている状態ではございます。

そういうふうに余分な利益を載せて見積もりをするような案件というのはございませんでした。 

○【青木 健委員】 効果額が6,500万円程度ということですね。平成30年ですと756万円ですから、

かなりの効果が出ているんだなということは、取り入れていただいてよかった事業であると評価いた

します。 

 ただ、これをやり出してもう何年たちましたか。なのにまだそういう余分な利潤を入れてくるよう

な業者がいるということは、なめられているんじゃないかということも逆に思うわけです。そういう

業者を入れなければ、当市のこのシステムの運用というのはできないのかどうか、その辺はどうなん

ですか。 

○【町田情報政策担当課長】 その辺につきましては、平成31年度予算編成に当たって見積もりを拝

見させていただいた中では皆無の状態になってございました。ですから、国立市に提出する見積もり

については厳しいハードルがあるということが業者さんのほうには伝わっているものと考えておりま

す。ですから、効果が出ているんだというふうに理解しております。以上です。 

○【青木 健委員】 わかりました。でも、この予算がどんどん縮小されれば、それだけ国立市につ

いては、予算もきちんと見てくれているんだなという判断のバロメーターにもなってくるのかなとも

思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

 それと、福祉会館についてお伺いしたいんです。来場者、福祉会館に来館される市民が車をとめら

れないんだという苦情がかなりあるんですけれども、その辺は今、どういうふうになっていますか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。現在、福祉会館につきましては、基本的には来館者用の

駐車スペースというのは、しょうがいしゃの方などの駐車禁止除外指定車両をとめるスペース、それ

から福祉会館の社会福祉協議会、シルバー人材センターの業務用車両をとめるスペースがあるのみと

なっているところでございます。以上でございます。 
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○【青木 健委員】 いや、その答弁は、ちょっと私は納得できないです。というのは、だって、駐

車場の一部を潰して物置にしているじゃないですか。自分たちの社協の車や何かだって、フルにそこ

の駐車場を使うわけじゃないですよ。そこを物置がわりにして、車をとめられなくしているじゃない

ですか。その辺はどういうふうに思っているんですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。確かにそういう御指摘をいただきましたので、資材の仮

置き場を担っていたところにつきましては、社会福祉協議会のほうで資材の撤去を行いました。そこ

の部分をやはり同じような駐車禁止除外指定車両用の停車スペースということで確保させていただい

たところでございます。以上でございます。 

○【青木 健委員】 しょうがいしゃの方や何かはそういう車が必要だという方もいらっしゃいます

し、高齢者もいれば、場所的にやはり車じゃないと行けないという市民だっているわけです。公共施

設において全く駐車スペースがないなんてこと自体、これは考え方としておかしいです。それは指摘

をしておきます。今後十分改善できるようにお願いしたいと思います。社協の車を置かれるのは結構

です。しかし、市民が置けないような状況にして、そういう車を置くということについては今後考え

ていただきたいということを申し上げます。 

 もう一点、昨日、歳入のほうで伺いましたけれども、幼児教育無償化の問題なんですけれども、こ

れによって、今、世間で言われていることですね。保育園の入園希望者がふえるのではないかと。で

すから、今、市は行政サイドも、非常に市長も努力をしていただいて、新しく２園がオープンする見

込みが立っている。それによって待機児の解消とかも随分図られてきてはいるんですけれども、だけ

ど、この無償化によって、無償だったら、じゃ、保育園に行かそうかという考え方になる保護者の方

もいらっしゃるようなことも大分言われております。そういう面では、つくってもつくっても足りな

いということが起きるのではないかということも心配をいたしますが、その辺についての見込みはど

のようにお考えなのでしょうか。 

○【岩澤子ども家庭部参事】 まず、ことしの10月からの無償化ということで、昨年の入所の申し込

みにつきましては、３歳児においても待機児童というような形で見込まれますので、まず、影響があ

ったというふうに認識しております。 

 今後でございますが、無償化に伴いまして、申し込みが多くなることは予想しております。 

○【青木 健委員】 いや、予想されるんでしたら、それに対する手当てということなんですけど、

ぜひその辺についてはお願いします。 

 それともう一点伺いたかったのは、本当は国立市の社会福祉事業団の設立について伺いたかったん

ですけど、これはいい運用ができるように期待しております。 

○【住友珠美委員】 お願いいたします。 

 予算特別委員会資料№13、26市別家庭ごみ有料袋の手数料でございます。これ備考のところで見て

いただくと、この容器包装プラスチック、無料になっているところが８市ございます。以前、私たち

の尾張議員の質問でも、8,000万円ほど利益が上がっている。であるならば、この容器包装プラスチ

ックは無料にすべきではないかと思うんですけれども、この点に対していかがでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えします。確かに８市ほど、容プラが無料のところがございますが、

国立市としましては、インセンティブを与えず無料にしてしまうと、分別する意識が薄れるというこ

ともありますので、そういう考えのもとに有料化してございます。 

○【住友珠美委員】 私はぜひ、減量が進んだ折には無料化にする、もしくは有料ごみ袋を下げてい
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くといった観点を持っていただきたい、このようにお願いいたします。 

 では、次にまいります。平成31年度予算書の127ページ、入浴券支給事業費ですけれども、今回、

削減対象事業となりました。これはどのように見直しを行ってきたのか、まず、回数的なこと、また、

いつから取りやめになるのか、確認させていただきたいと思いますので伺います。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。入浴券支給事業ということでございます。31年度につき

ましては、この入浴券というのは公衆浴場の組合の発行する券でございますけれども、その組合に加

入している市内の公衆浴場、銭湯は今現在１カ所しかございませんが、その１カ所が31年度に入って

改築工事のために休業になるということでございまして、31年度に配付する入浴券から支給を一旦休

止させていただきます。 

 そして、そこの改修工事という内容が、介護予防事業や健康増進事業等ができるようなスペースを

設定していくといった改修工事の内容ということですので、31年度中に私どものほうと銭湯のほうと

で何か一緒に健康増進のための、あるいは介護予防のための事業ができないかというところを確認、

交渉していきたいと考えてございます。 

 31年度の入浴券の配付は、31年の７月から使用できる入浴券、これは浴場組合のほうで７月からス

タートして６月までという有効期間で券を出しているんですが、その７月から使える入浴券について

の発行を停止させていただきたいと考えております。 

○【住友珠美委員】 つまり７月から廃止をしていくということですね。そうしますと、廃止をして

いくことに対して、今、利用者さんがいらっしゃると思うんです、その周知というのはもう当然行っ

ていると思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 まだ予算自体を組んで提案させていただいている状況ではあるんですが、

一人一人の30年度で入浴券を支給している方についての周知というのは現在行っておりません。31年

の４月から６月までの入浴券を発行する予定でございますので、その際に、この予算案が通っている

という前提で御案内を差し上げようかというふうに考えております。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 これは急になくなってしまったら、すごく困りませんか。今の段階でどうなん

だろうと思います。 

 また、資料をいただいたところ、利用されていた方が平成25年度は222人、平成26年度は245人、平

成27年度が246人、平成28年度は229人、平成29年度が225人にもなっておりました。これだけの人数

が利用されている事業です。見直す必要があったのか、本当にこれは疑問です。このうち、現在お風

呂がない家庭は何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 済みません。この事業につきましては、御自宅にお風呂の入浴設備がな

い方、もしくは70歳以上のひとり暮らしの方を対象にして実施しているところでございますが、統計

として御自宅にお風呂がない方の数値は把握してございません。 

○【住友珠美委員】 この225人に対しては、じゃ、どのように出してきたんでしょうか。225人の入

浴券を配った背景というのは。 

○【馬塲高齢者支援課長】 入浴券の支給事業につきましては、該当される方から申請をいただいた

上で、地域包括支援センターの地域窓口、あるいは民生委員の方々に実際に御自宅を訪問していただ

いて、支給要件に合致しているかどうかを確認していただいた上で支給決定を行って、入浴券を発行

するといった事業をとり行っております。 

○【住友珠美委員】 でしたら、何人というのを把握していないとおかしいことです。しっかり、そ
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れは把握してください。 

 次の質疑ですけれども、平成30年度の事務事業マネジメントシートでは、この事業に直接的な効果

として、高齢者の健康を保ち、閉じこもりを防止することで住みなれたまちで暮らし続けることがで

きるようになり、高齢者福祉の充実に寄与する、こういうふうにあります。例えば月に４回いただい

ていますね。それがなくなってしまう、減らされてしまったら、外に出る回数、当然、減りますね。

これでは体の清潔な状態を保つことはできません。体の清潔な状態を保つ意味、これは御存じでしょ

うか。感染を予防すること、皮膚機能を正常に保つこと、そして血液循環をよくすること、つまり清

潔な状態を保てない、このことは健康状態を維持できないことにつながっていくんです。これでは言

っていることとやっていること、全く違いませんか。この整合性をどのように考えているのか、教え

ていただけますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 入浴についての清潔保持による健康の保持という、そこのところは私ど

もも認識しているところではございます。 

 ただし、この入浴券を発行することによって入浴ができるというのは、先ほど申し上げました公衆

浴場ということでございますので、その公衆浴場が市内に、１年間ではございますけれども、営業し

ていないという状態になるところを鑑みた場合に、何らかの別の方向性はないか。例えば福祉会館に

高齢者の方向けの入浴設備というのもございますし、そういったものを御案内することで対応できな

いかとは考えてございます。 

 しかしながら、重ねて申し上げますが、入浴券については銭湯、公衆浴場で使うものということで

すので、今回、支給の事務を一旦休止させていただくというふうに考えております。 

○【住友珠美委員】 たしかこの入浴券って、市内だけしか使えないんでしたっけ。 

○【馬塲高齢者支援課長】 東京都の公衆浴場組合の入浴券でございますので、国立市以外の公衆浴

場でも使用することはできます。 

○【住友珠美委員】 私、西に住んでいるんですけれども、よくお会いする方が70歳以上の方で、バ

スに乗って羽衣町の公衆浴場に通っております。そのことだから、これを中止するというのは、どう

も私は合点がいきません。 

 また、これは特に、先ほども申し上げましたけど、200人以上の方が利用されている。つまりニー

ズのある事業に対して縮小していくというか、考えるべきだと思います。また、高齢者が集う場所を

つくっていくことは必要なことだと思います。それと体の健康状態を保つこと、これは別のことだと

思います。これを一緒くたにして考えていくことは、ぜひ考えてほしいと思います。やっぱりこれは

人権問題というか、ＱＯＬの増進の視点がなくなっているんじゃないか。そこの視点、どう考えてい

るんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 おっしゃる入浴による健康増進、クオリティー・オブ・ライフ、ＱＯＬ

というところは確かにあるかとは思いますけれども、入浴以外のところでも、健康保持等というのは

考えられるのではないかというところもあわせて考えておりますので、また今後、この公衆浴場の改

修工事が終わった後での介護予防事業や健康増進事業につなげていけないかと考えてございます。 

○【住友珠美委員】 お風呂に入らない健康維持ってどういうふうに考えるのかというのを聞きたい

んですけど、またこれはやらせていただきます。ちょっとこれをやめることは考えてください。 

○【尾張美也子委員】 予算書129ページのふれあい牛乳支給ですけれども、これも実は縮小という

ことで、食事配膳を利用している人とは併給させないようにということなんですけれども、ふれあい
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牛乳って、今、使っている人はだんだん減っていますね。今後の見込みはどのように考えているんで

すか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 ふれあい牛乳事業についての見込みということでございますけれども、

基本的にはひとり暮らしの70歳以上の高齢者の方に対して牛乳を支給するという事業でございますの

で、高齢者人口自体が増加していくことを考えていた場合には、対象となる方はふえていこうかとは

考えております。以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 だけど、減っているというのは、やっぱり食事サービスを受けている人はふ

れあい牛乳をやめてくださいみたいな感じになっているんですか。その辺はどうなんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 食事サービスとの併用についての調整というところでございますけれど

も、こちらは今、はっきりとそれによってふれあい牛乳が減っていくというほどの規模では考えてご

ざいません。食事サービスをふれあい牛乳とほぼ同等の週３回以上とっておられる方について、食事

サービスの内容の見直しというのが、例えば介護保険の認定の更新時等、節目節目で行っております

ので、その際にふれあい牛乳と併給されている方について、お一人お一人、事業の効果を評価した上

で、アセスメントを行った上で、ふれあい牛乳が必要ないという判断ができれば、併給のほうを調整

させていただくというやり方でございます。以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 ということは、週３回以上、食事をとっている方はふれあい牛乳は、なるべ

く大丈夫であろうと、だろうと。予測した場合にやめさせるということになるんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 ふれあい牛乳について、見守りという観点の色濃い事業でございますの

で、牛乳を配達して２日後、月水金であれば月曜日に配達して、水曜日に牛乳が取り込まれているか

どうかを確認して見守りというところであれば、実際に配食サービスの場合には、１食１食、手渡し

で渡すということを行っております。その日、食事を運んで、その方が不在であったり、応答がなか

った場合に、すぐに市のほうに連絡が来て、安否確認に入っていくというところを考えた場合に、牛

乳よりは食事サービスのほうが見守り機能が高いというところで、併給の調整をさせていただくとい

うところでございます。 

○【尾張美也子委員】 ふれあい牛乳と配食サービス、どっちかといえば配食サービスのほうが見守

り機能が高いというけど、牛乳も３日間来るわけですね。なるべく見守りは、網の目が、ざるがしっ

かりとしていたほうがいいわけです。実際にふれあい牛乳をとられていて、自室で亡くなっていたと

いう例も、２日後に気づかれたというのは、やっぱり見守りがふれあい牛乳だけではできないという

のは私も知っている方でいました。 

 それから、ふれあい牛乳をとっていた独居の方が、親族が訪ねてきたときに倒れていて、もしこの

ときに親族が訪ねてこなかったら、動けないまま次のときまで放っておかれただろうなと思ったとき

には、ふれあい牛乳と配食と、何か両方しなきゃいけないなということは考えてほしいと思うんです

けど、両方とっている人を減らすというのは、ちょっと逆かなと思います。やっぱり国立市が人間を

大切にするまちを標榜していて、在宅介護が中心だというなら、二重、三重のきめ細かな目は張る仕

組みが必要だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 ふれあい牛乳と食事サービスの併給の場合ということでございますけれ

ども、基本的にはふれあい牛乳というのが手渡しでないということである以上、配食サービスが同等

の回数入っていれば、見守り機能としては、そちらのほうが十分であるというふうに考えております。 

 もしこれを週３日云々ということで考えるのであれば、そのほかに緊急通報システム等の別の手だ
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てもあろうかと考えておりますので、必ずしも牛乳と併給することで見守り機能が向上していくとは

認識してございません。以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 そこまでおっしゃるのは、ちょっと私も変だなと思うんだけれども、やっぱ

りふれあい牛乳、見守りと同時にカルシウムの補給とか、いろいろとあると思うんです。だから、そ

ういう意味では、それを薄くするよりも、なるべくしっかりとやっていくということが大事だと思う

んです。これは健全化ということでやられようとしているんですけれども、健全化の目的って住民の

福祉向上ですよね。福祉向上のために健全化するというものが、福祉を削減したら本末転倒だと思う

んです。だから今、何をあれかといえば、予算特別委員会資料№６を見たら、やっぱり孤立死も、国

立市でいっぱいありますし、それから今、予算特別委員会資料№30で見たら、南口のロータリー工事

に全体で６億円、一般財源で４億円、お金を使うということになっているんですけれども、そういう

ところを少し削減してでも、数百万のふれあい牛乳はやっぱりしっかりとやっていくということが大

事だと思います。 

 それから、147ページの移動支援事業、4,100万についてです。移動支援については、必要に応じて

支給が決定されていることはわかったんです。けれども、今の段階で、重度以外のしょうがいしゃの

利用ができない児童がいるということは一般質問でも指摘したんですが、実は特別支援学級に通って

いるお子さんが、学童保育までの移動に移動支援を利用したくても、時間が曜日によって違うし、絶

対におくれてはいけない仕事なので、おまけに単価が低くて、片道20分とかでは、本当に 低賃金も

出ないので、事業所としては移動支援にかかわる介護士派遣が困難で、本当はやってあげたいけど、

やってあげられない、断らざるを得ない状況が出ているそうです。 

 それから、ほかにも、グループホームから作業所まで通うという移動支援もできないということな

んですけれども、こういう場合に、何かはざまになっているところがあるんですが、しょうがいしゃ

支援課と学童、それから子育て支援課、いろいろなところと、教育委員会もそうですが、調整して、

何かこれは方策をやっていかないと、しょうがい児を持っている親が共働きの場合、学童から特別支

援学校、学級から学童というのに困っているというのですが、その辺、何か方策を考えていますでし

ょうか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 お答えさせていただきます。今、移動支援ということで、確か

に２月に入ってから、しょうがいしゃ支援課にも４名ぐらいの保護者の方から、今、小学校から学童

保育所に移動するためのヘルパーさんが見つからないといった御相談が入ってきておりまして、それ

にかわるものとして地域参加型介護サポート事業がございます。これはヘルパー資格が不要というこ

とで、そちらの御案内をさせていただいて、１人はそちらのサービスに結びついております。 

 それから、もう１人の方につきましては、送迎つきの放課後等デイサービスのサービスを利用した

いということの御意向がありましたので、多分、そちらのサービスに結びついていくのではないかと

思っております。 

 あと残りの２名の方につきましては、やはり身近な方でなかなか支援していただける方が見つから

ないということで、今、社会福祉協議会のほうと、それから地域包括支援センターのほうにも協力を

求めまして、地域の方で支援していただける方がいないかということで、今、そういった方を探して

いるという状況でございます。 

○【尾張美也子委員】 ある方の話によると、このことを市役所に相談に行ったら、何か一覧、こう

いうのがありますよと一覧を見せられただけだったという話も聞いたんですけれども、今聞くところ
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によると、いろいろとやってはいらっしゃる。でも、こういう場合は、やっぱり困るのが、これから

どんどん出てくると思うんです。そういう意味では、学校と学童との関係であるので、子育て支援課

とも協力しながら、何か支援策ができないか、今後のためにちょっとやってほしいと思います。 

 それから、移動支援の単価もしっかり上げていくことで、対応できるようになると思いますので、

その点もお願いします。それから、介護……（「予算反対なんだろう」と呼ぶ者あり）関係ないです。

それから、地サポの問題なんですけれども、単価が安いから、介護の資格を持っている人にはかえっ

て頼みにくいという話を聞いたんですけれども、地サポについて、例えば有資格者の場合は、単価に

上乗せするような制度というのはつくられないでしょうか。 

○【堀江しょうがいしゃ支援課長】 地域参加型介護サポート事業につきましては、平成30年度に見

直しということで、当事者の方に参加をいただきまして、これまで何回か検討会を開催させていただ

いております。その中で、やはり幾つか課題が出てきておりまして、今、委員さんがおっしゃられた

単価の問題、そういったことも１つ課題として上がっておりますので、今後はその部分も含めまして、

課題の解消に向けた方策を検討してまいりたいと思っております。 

○【尾張美也子委員】 ぜひお願いします。 

 それから、 後、215ページ、ごみ処理費、４億9000万、これは31年度と比べるとどうですか、減

っていますか、ふえていますか。30年度と比べると。 

○【大谷俊樹委員長】 ごみ減量課長。とめますか。１回ちょっととめて。大丈夫ですか。 

○【尾張美也子委員】 実は、もういいです。 

○【大谷俊樹委員長】 時間、とめているよ。質疑、変えますか。ずっととめていますよ。委員、質

疑変えますか。大丈夫ですか。質疑変えるか。 

○【尾張美也子委員】 じゃ、自分で言います。 

○【大谷俊樹委員長】 手が挙がったけど、自分で言いますね。 

○【尾張美也子委員】 はい。 

○【大谷俊樹委員長】 では、尾張委員から始めますか。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 それぐらい把握していないのが、私、不思議なんですけど。実はこれ、ふえ

ているんです。ごみがふえれば事業費もふえて、ごみが減れば事業費も減るという答弁がきのうあっ

たんですけど、実際30年度は、ごみは減ったけど、予算では事業費は今回ふえている。それで、可燃

も不燃も減ったというんですけど、多摩川衛生組合の負担金も、昨年度の予算とするとふえて書いて

あります。それから、不燃ごみも減っているんですけど、不燃ごみの処理委託料もふえています。と

いうことは、予算はふやしているんですね。減らすつもりでいるけど、予算はふえている。これは予

算だからふえるだろうと思ってふやしているのか、それともわからないんですけれども、本当なら決

算ベースなんです。けれども、これ、考え方がこれにあらわれていると思うんです。何でいろいろふ

えているんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 この要素の中には、さまざまなものがございます。１つごみの処理袋のこ

とにつきましては、昨年度は積算が甘かったということで、その分はふやさせてもらっています。 

 多摩川衛生組合のことに関しましては、こちらはごみ量自体は減っているんですけれども、施設の

補修等に係る施設の事業費のほうが若干ふえているといったさまざまな要素があると思っております。 

○【尾張美也子委員】 ということは、ごみが減れば事業費も減るという考え方は一般的にはあまり

言えないということですよね。じゃ、きのうのことはちょっとおかしいですね。 
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 確かに、多摩川衛生組合なんかは、国立市が減らしても、ほかがもっと減らせば配分が高くなると

いうのはあります。ただ、不燃ごみがあれだけ減らしたと出ているけど、減っていないのは納得いか

ないんですね。それで、一番納得いかないのは、健全化額というのを約8,000万出しておいて、それ

で市は手数料収入では特定財源として、ごみ減量や分別リサイクルなんかに使って公開しますという

んですけれども、じゃ、今回の予算でそれがきちんと反映されているかなって、その分、もっとふや

されているかな、ごみ減量・分別ＰＲとかと思って見ましたら、2018年度は191万で３万8,000円しか

ふえていない。生ごみ減量助成事業については15万円減らしています。確かに有料ごみ委託料などは

1,000万ずつふやしていますが、収集・処分等も477万円ふやして、ごみ収集等事業費全体で2,000万

ふやしている。差し引き6,000万あるんですね。 

 そういう意味では、本当はもっとその辺を使って丁寧に、例えば類団市の昭島のように非課税の高

齢者にはきちんと減免にしますと送って、ごみ袋をとりに来てもらって、その際にしっかり分別の仕

方を教えてあげるとか、そういうふうに人材をふやしてでもやる。そうしたら、有料化してもサービ

スがよくなったし、きちんと市民と一緒にやっているねという感じになるんですが、その辺の健全化

効果額を出すぐらいだったら、それをきちんと分別の環境施策に使うべきです。今回それがあるんだ

から、アンケートをとって市民の声をちゃんと聞くかなと思ったら、その費用なんか全然入っていな

いんですが、市民の声を聞くアンケートとかはしないんですか。 

○【中村ごみ減量課長】 アンケートにつきましては、今回、特集号でこういった結果を出しました。

来年度、平成31年度になりますけど、こちらでまた平成30年度分と平成28年度を比較して、そういっ

た結果をお示しした中で市民の意見を聞いてまいろうと思っております。以上です。 

○【尾張美也子委員】 アンケートをしっかりとってください。 

○【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２時４分休憩 

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

午後２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。高原委員。 

○【高原幸雄委員】 それでは、端的に質疑します。 

 予算書の131ページの高齢者保養施設利用助成事業ということがあるんです。先ほどふれあい牛乳

のことでいろいろ質疑されましたけども、この事業の中身、事業を立ち上げたときの「ふれあい」と

いう言葉が何で出てきているのかということも十分に認識されないと困りますよ。地域の牛乳販売店

がひとり住まいの方の高齢者を牛乳を届けて触れ合うということから、見守りもやるというところか

らスタートしているんですよ。（発言する者あり）そのことも含めて。佐伯牛乳販売店も、そういう

意味では当時……（発言する者あり） 

○【大谷俊樹委員長】 御静粛に。 

○【高原幸雄委員】 それで、私が質疑したいのは、この高齢者保養施設利用助成事業費、237万円

の中身、内訳をちょっと聞きたいんです。内訳。端的に答えてください。 

○【馬塲高齢者支援課長】 高齢者保養施設利用助成金につきまして、内訳ということで、総額は

237万円で組ませていただいていますが、現在試算では10人以上の団体での申し込みを550人と想定し、

単価2,500円、137万5,000円、そして単独でのお申し込みを995人と想定して単価1,000円で99万5,000

円、合わせて237万円と考えてございます。 
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○【高原幸雄委員】 私、保養施設の利用助成の過去５年間の実績を資料としていただきました。平

成25年度の実績は1,518人、549万円何がし、それから26年度も1,533人、27年度も1,680人、28年度、

1,437人、29年度、1,460人、ざっと見ますと、これは1,460人で29年度は大体571万8,000円ですね。 

 これを今後、237万円、半分以下に変える。これはやはりこの事業の内容から見ても、大体1,400人

から1,500人の方が利用しているというのは、市としても、行政の施策としても大事な施策です。こ

れをこの間一般質問で質問したら、部長答弁では、どれだけこのいわゆる利害関係者に説明したかと

いったら、老人クラブの役員に説明したということだけでしょう。これは余りにもひどいやり方じゃ

ないかと思うんです。 

 先ほどから質疑されていたふれあい牛乳、入浴券の支給事業、そして高齢者の入院見舞金制度もあ

りますけれども、今回の縮小や削減の対象になっている４事業について見ますと、非常に利用が多い

ということが言えますので、そういう意味では約2,200万円なんですね。この2,200万円の市の300億

の予算の中で、2,200万円の予算が捻出できないのかと。こういうことで考えると、財政調整基金も

あるわけですから、こういうものも活用して利用継続できないかと思うんですけど、どうですか。 

○【黒澤政策経営課長】 市の行う事業は、全て利害関係者が存在します。そのほとんどが市民でご

ざいます。ですから、議員の反対もわかりますけれども、全て受け入れますと何の事業の見直しもで

きませんし、お金が潤沢にあれば、そんなことできますけれども、行革は本当に市民にとって必要な

サービスを残すためにやるものですから、今回の予算においても、新しい御要望をいただいたような

事業も入っていると思います。見直しの上で、そのものができているということでございます。 

○【青木淳子委員】 では、何点か質疑をさせていただきます。 

 199ページ、新生児聴覚検査委託料121万8,000円、201ページ、新生児聴覚検査助成事業、114万

5,000円、この件についてお尋ねをいたします。 

 まず１点目、助成額は幾らになりますでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらは新生児聴覚検査の助成の額ですが、3,000円ということになっ

ております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。大体、実費が五、六千円ですので、半分から半分以上、助成を

受けることができるということであります。やはり助成がないことで受けることをためらう方もいら

っしゃるので、これでほとんどの方がぜひ検査を受けていただきたいなと考えます。 

 この助成を受けるための流れを教えていただけますか。 

○【山本子育て支援課長】 市では今、妊婦全数面接ということで、ゆりかご面接をやらせていただ

いておりますけども、その際に母子バッグというものを渡しております。そちらに妊婦健診の受診票

なども入っておりますが、あわせて、この新生児聴覚検査の受診票も入れさせていただいております。

お子さんがお生まれになりましたら、産科のほうでそちらを使っていただきまして検査を受けていた

だくといった流れになっております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。そうすると、受診券が入っているので、その分の負担が減って、

実際に払う金額は実費から3,000円差し引いた金額を支払いいただければいいということになります。

里帰り出産の方もいらっしゃると思いますが、この場合はどのように考えたらよろしいんでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 委員おっしゃるとおり、里帰りでお子さんをお産みになられて、そこで

新生児聴覚検査を受けられる方がいらっしゃると思います。その場合は、こちらの受診票は使えない

形になります。こちらは都内でしか使えないような形になりますので、一度自己負担をいただいて、
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申しわけございませんが、領収書を保健センターにお持ちいただいて、償還払いをさせていただくと

いう対応をとらせていただきたいと思っております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。全数面接をしていただく中で、そのこともお伝えいただくかと

思います。それぞれの方によって里帰り出産する方、また東京都で出産する方、いろいろいらっしゃ

るかと思いますので、その辺も丁寧に御説明をいただければと思います。 

 検査を受けた後、 も大事なことは、要検査の必要な方はしっかりと精密検査を受けていただくこ

とが重要であるかと思います。さらに早期に療育を受けることが も大事でありますけれども、その

対応については、十分にできているのか、お尋ねいたします。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの新生児聴覚検査の助成につきましては、平成31年度から都内の

自治体が一斉に開始するものになっております。ですので、都内にある医療機関から、もしお子さん

の新生児聴覚検査の結果、リファーといいますけれども、少し検査が必要というものが出ましたら、

お住まいの自治体に連絡が来ることになっております。連絡が来ましたら、こちらのほうで精密検査

の受診票を今度は発行いたしますので、そちらを持って、まずは精密検査を受けていただくと。その

結果さらに支援が必要な場合には、保健センターの保健師のほうが個別でまずはフォローもさせてい

ただくという形になっております。 

○【青木淳子委員】 わかりました。一つ一つ、丁寧にやっていくということはよくわかりましたし、

さらに個別訪問もしていただくということも確認できましたので、その点、丁寧にお願いしたいと思

います。 

 では、次が205ページ、がん検診委託料になります。予算特別委員会資料№37を出していただいて

います特定健診受診率の推移・がん検診受診率の推移調べというところであります。これを見ますと、

大腸がんが平成29年、27.8％、受診者の中、対象者５倍にふえている。これはセット健診にしたので、

このような数値が出ていて、やはり行政が真剣に取り組むと、これだけ結果が出るんだなということ

を如実に数字としてあらわれているなというのを実感いたします。 

 乳がんですけれども、ここ数年、10％台をずっと続けています。一般質問でさせていただいたとき

に、さまざまな検診を受けている方がいるので、実数はもっと高いというふうな答弁もいただいてい

ますけれども、今回、女性スタッフによる乳がん検診ということで、新規に開始するということが言

われています。 

 市内で乳がん検診ができる病院がないので、がん検診車による集団検診の実施を要望させていただ

いていましたが、これが実現することになって非常に評価しております。今回、事業としてスタート

することになりましたが、これは女性スタッフがということですけれども、どういった職種の方が女

性スタッフに当たるんでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 お答えいたします。女性スタッフによる乳がん検診ということで、

医師、放射線技師、女性スタッフということで行う予定でございます。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。まず、女性の乳がん検診、女性スタッフがいらっしゃ

るということで、非常に安心して受診ができるのではないかなと感じます。 

 それから、お子さん連れの場合も考えられると思いますけども、乳がん検診、お子さん連れでも可

能かどうか、ちょっとお尋ねいたします。 

○【橋本健康づくり担当課長】 お子さん連れでいらっしゃる場合は、事前に申し込みのときに一言

お伝えいただければということでお願いする予定ではございますが、実際に診察にしても、撮影にい
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たしましても短時間でございますので、臨機応変に職員のほうで対応したいと思っております。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。市内で乳がん検診ができますので、ぜひ市内にお住ま

いの方、お子さんがいらっしゃっても柔軟に対応してくださるということですので、来ていただけれ

ばなというふうに思います。 

 山梨県甲府市では、なでしこ健診というのをやっていまして、これも同じように女性スタッフによ

る検査をしているんですね。そこでは託児もあるそうです。また、保健師による女性と心と体に関す

るミニ講座ですとか、また、管理栄養士による栄養相談なども実施をしているということで、子育て

中のお母さんのために、さまざまな工夫もされていまして、予約が定員80人を超えたというふうに聞

いています。行政でも、非常に需要が高いということをこれで実感をしたという声が載っていました。

今回はそういうことが考えていらっしゃらないかなとは思いますけれども、今後、参考にしていただ

ければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう一点、189ページ、子どもの発達総合支援事業についてお尋ねいたします。これはさまざま予

算が出ていますけれども、189ページ、子どもの発達総合支援事業嘱託員報酬、７人の方がいらっし

ゃいます。これは専門職だと考えますが、どのような専門職の方になりますでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの子どもの発達総合支援事業嘱託員になりますけども、専門職の

職員になります。具体的な資格でいいますと、社会福祉士、臨床発達心理士、保健師、臨床心理士、

また保育士などになってございます。 

○【青木淳子委員】 非常に大事な専門職の方であると思います。この方たちは長期にやっていただ

いている方と考えてよろしいでしょうか。 

○【山本子育て支援課長】 多少入れかわりはございますけれども、平成26年度の発達支援室ができ

たころから勤めていただいている方もいらっしゃいます。 

○【青木淳子委員】 それぞれ専門職ありですけれども、どのような役割を担っていただいているの

か、お答えください。 

○【山本子育て支援課長】 こちらの子どもの発達総合支援事業は、大きく分けまして通所事業、相

談事業といったものがございます。通所事業に関しましては３名の嘱託員が担当しております。先ほ

どの保健師ですとか臨床心理といった職員になります。また、相談事業につきましては、先ほどの社

会福祉士、臨床発達心理士、臨床心理士や保健師といった職員のほうが担当してございます。 

 また、もう一つ、巡回相談、市内の幼稚園ですとか保育園ですとか、そちらのほうに伺って、実際

にお子さん対応についても助言をさせていただくと。こういったところに関しても、保健師ですとか、

臨床心理士のほうが担当させていただいてございます。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。非常に大事な役割を担っていただいているということ

がわかりました。 

 それから191ページです。報償費、講師謝礼等、318万3,000円とあります。これはどのようなこと

を考えているのか、お尋ねをいたします。 

○【山本子育て支援課長】 先ほど申し上げました相談事業の中で親支援といったものですね、質疑

委員からもいつもお話しいただいておりますけども、ペアレントトレーニング、子育てプログラムと

いうのをさせていただいております。こちらのほうの、まず、講師謝礼ということで計上させていた

だいていますのと、専門相談事業といったことで、医師ですとかＳＴ、ＯＴですね、作業療法士です

とか言語聴覚士の方に個別に入っていただいておりますので、その謝礼ということで計上させていた
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だいてございます。 

○【青木淳子委員】 大変重層的な感じで、さまざまな角度から親支援、子支援、お子さんの支援を

していただいていることがよくわかりました。 

 次に、31、相談等ということで、障害児保育充実指導・相談委託料、これは年々、ふえているよう

に感じているんですけども、平成31年度は183万円、これはどのようなことを予定していますでしょ

うか。 

○【山本子育て支援課長】 こちらも先ほど申し上げました巡回相談です。市内の幼稚園、保育園の

方に実際に出向いて、御相談に乗っていただいておりますけども、こちらのほうの委託料ということ

で計上させていただいてございます。 

○【青木淳子委員】 では、先ほどの講師の方と同じ方の場合もあるということですか。 

○【山本子育て支援課長】 おっしゃるとおり、同じ方にやっていただいている場合もございますし、

別の方にやっていただいている場合もございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。さまざまな角度から、子供の発達総合支援をしていただいてい

ることがよくわかりました。発達に特徴を持つお子さんです。また、そのお子さんの保護者の方にと

っては、多くの方が一番 初にこの国立市内で相談する場所、出会う場所であるかなというふうに考

えますと、大変大事なところであると思います。そこで蓄積された経験が市内の各所、今度は幼稚園、

保育園、小中学校と連携をしっかりすることで、さらにこの支援の力が底上げされていくと考えます

けれども、連携を平成31年はどのように考えているのか、お尋ねいたします。 

○【山本子育て支援課長】 こちらにつきましては、これまでもずっと連携のほうは図らせていただ

いていると思っております。 

 まず、子どもの発達総合支援事業連絡協議会といった市内の関係機関の方に一斉にお集まりいただ

くものを年１回開催しております。その中で情報交換ですとか、情報共有を行わせていただいている

といったところがございます。また、市内の幼稚園、保育園に関しましては、先ほどからお話しして

おります巡回相談などを通じまして、日ごろより連携を図っております。 

 また、学校につきましては、今年度、平成30年度からになりますけども、各学校で行われておりま

す校内委員会、養護の先生ですとか、そういった方が参加している組織がございますので、そこに個

別に参加をさせていただいて、連携を図らせていただいているところでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。さらに小学校のほうでもやっていただくということで、充実し

ていっていただきたいなと思います。さらに平成32年秋ごろには児童発達支援センターも開設の予定

であります。そこができ上がって、さらに国立市の発達総合支援事業、大事なキーマンというかポイ

ントになるかと思いますので、ぜひしっかりと進めていただきたいと思います。以上です。 

○【小口俊明委員】 非正規職員、嘱託員数を聞こうと思います。 

 予特資料№26、各課の合計を見ますと、正規職員数、平成28年度、462名、平成30年度は484名、22

名ふえています。嘱託員数、平成28年度、386名、平成30年度、428名、42名ふえています。大分、２

桁のところでふえております。昨日、定員管理計画という話も触れたところではありますけれども、

それは正規職員数というところしか見えておりませんでした。また、職員数も、この表では把握がで

きる資料となっている中で、このふえてきている背景、そしてまた平成31年度はどのような推移にな

るのか、これをお答え願いたいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 正規職員数につきましては、平成31年４月１日の段階で480ですから、マ
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イナス４を予定しているところでございます。この間ずっとふえてきている要因としましては、やは

りさまざま、本当に事業がふえているといったようなことと、あとやはりどうしても病欠者対応、そ

れから産休、育休対応等で過員措置が必要だったということが要因としてあろうかなというふうに考

えております。 

○【小口俊明委員】 その御答弁は昨日もあったわけですけれども、嘱託員数がふえている割合が大

きいというふうにも見てとれるわけでありまして、ここの兼ね合いはどのように考えていらっしゃい

ますか。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません。嘱託員数も、やはり事業の増をするときに、正規職

員を充てられないので嘱託員数をふやす。また、ここで教育関係の非正規職員、教育の充実のための

非正規職がふえているということと、あとここで大きいのは学童保育の４から６の受け入れの関係で

ございます。そのあたりでかなりの嘱託員数がふえているといったようなことがございます。 

○【小口俊明委員】 行政のいわゆる年間の事業の推移の中でこのような状況になってきているとい

うことかと思います。これは的確に、ただ単にふやすということじゃないと。しっかりと裏づけを持

っての取り組みということで進めていってください。 

 続いてまた別のテーマになります。予算書81ページで伺います。ここで基幹業務システム維持管理

費ということであります。これは従来どおりのいわゆるサーバー型でやっていらっしゃるのかなとい

うふうにも見られる予算計上の形態でありますけれども、一方で、実施計画の中で53ページのところ

の説明を見ますと、「基幹系情報システムをサービス利用型のデータセンター活用により更改する」

という記述も、これ平成31年度の取り組みとして書いてありまして、この辺のバランス、兼ね合い、

また、実際の31年度予定している業務の中身について、多分これは自治体クラウド、過去に私も質問

いたしましたし、また望月委員も、こういった取り組み、これまでも議会で各議員から出されている

中での業務かなと思いますけれども、この辺の31年度の取り組みの中身を教えてください。 

○【町田情報政策担当課長】 31年度の基幹系のシステムの扱いということでございます。平成31年

度に、現在利用しています情報システムが全てリース満了となります。内部情報系のシステムと、そ

れから基幹系の情報システムと大きな２本立てのシステムになってございますが、内部情報系につき

ましては、ほとんどがソフトウエアでございます。これはホストの運用から切りかわって５年ですの

で、ようやく習熟してきたという状況にありますので、引き続き５年間、継続した利用をしていきた

いという考えでまとめました。 

 そのほか残っておりますのは基幹系のものですけれども、こちらもシステム的には継続利用を選択

して進めたいと考えておりまして、ただ、機械だけは入れかえないと、故障とかということで安定運

用ができないということはございますので、機械の入れかえを行うことによって、基幹系のシステム

を維持していこうということを考えております。それに伴いまして、平成31年度にはこの基幹系のシ

ステムの機械の入れかえということを想定しまして、構築の委託料と、それからサービス利用料とい

う形で、調達の部分を購入するのではなくて、業者の用意したものを利用させていただくというサー

ビス料という形で予算措置をして、今回提案させていただいているものでございます。 

○【小口俊明委員】 全然、説明とここの実施計画に書いてある中身が整合しないように私は思うん

ですけど、データセンターという言葉、これはどのように位置づけられているんですか。 

○【町田情報政策担当課長】 大変失礼しました。先ほど御説明の中で言いましたサービス利用料と

いう形をとるとお話しした件ですが、これがデータセンターに置いてある機器を利用してサービスの
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提供を受けるという形にしていくということでございます。説明が足らなく、申しわけございません

でした。 

○【小口俊明委員】 そのデータセンターというのはどこにあるんですか。 

○【町田情報政策担当課長】 場所等につきましては、セキュリティーの関係もあるので明言は避け

たいところではございますけれども。 

○【小口俊明委員】 ということは、つまり庁内じゃなくて、どこか外部にという意味ですね。そう

なると、やはりこのデータセンターという、この言葉が適合するわけで、つまり庁内にはサーバーを

置かないで、データセンターにデータがあって、それをサービス利用するという理解でよろしいわけ

ですね。 

○【町田情報政策担当課長】 そのとおりでございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。ということであれば、そのような形に移行していくということ

で整合している内容かなと思いました。 

 では、次のテーマで伺います。予算書87ページ、これは先ほど遠藤委員だったか、空き家対策のと

ころで聞いていらっしゃいましたね。それでそのときに答弁で、今回、特定空き家の指定に取り組む

という答弁が出ていたかと思います。それは委員会という絡みの中でそういう取り組みをされるのか

なと思いました。 

 ここでさらに重ねて伺いたいのですけれども、この特定空き家への指定ということができますと、

今、国立市内での幾つかの空き家のもし課題があるならば、それに対して解決の方向性に向ける行政

の取り組み、対応が可能となってくると、そのように捉えてよろしいのかどうか。この空き家対策が

一歩前進するのかどうかという角度で伺いたいと思います。 

○【三澤まちの振興課長】 この特定空き家に制度化することによって前進するというふうに考えて

おります。というのも、去年の台風の影響もありまして、苦情がふえています。どうしても行政指導

に従わない案件というのが出てきまして、理由というのが、登記がなされていないとか、遺産分割が

完了していないとか、そういうのをいわゆる塩漬けというらしいんです。今、所有者不明土地問題、

別の問題になりますけども、国立市は余りないとは思うんですけれども、その問題で制度を改めると

いう議論が進んでいるということを聞きました。相続登記の義務化、所有権放棄の整理、それから遺

産分割の期限を設ける、そういったことで今進んでいるそうでございます。そうやって塩漬けになっ

た土地をどうにか解決していこうと。 

 空き家問題も同じでして、どうしても所有者に行き着かないといったときに、特定空き家に認定す

ることによって、行政、法の効力が使えます。例えば指導、勧告が法律に基づいてできる、あるいは

住宅用地特例で、税金が安くなっているところが特例が外れるといった行政力が使えますので、一歩

前進すると考えております。以上です。 

○【小口俊明委員】 ありがとうございます。 

○【中川喜美代委員】 予算書73ページ、予算案の概要、19ページなんですけれども、女性パーソナ

ルサポート事業、339万4,000円の予算計上があります。これは２月19日の読売新聞の多摩版に大きく

出ているんですね。「ＤＶ被害者に一時滞在所」ということで、私がこれを言いますので、これが当

たっているかどうか、室長に答えてもらえれば。 

 これの一番の、 大の特徴というのがスマートフォンを使用できるということだと書いてあるんで

す。市内在住者だけではなく、市外在住者も対象とすると。今まで公的な避難所施設では、利用者の
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スマホ所持を認めていないとか、制約の少ない滞在先の提供が必要と判断したということで、とても

目玉のように書いてあるんです。このような内容でいいんですか。 

○【吉田市長室長】 お答えいたします。スマートフォン、新聞記事にはそのように書かれてあるこ

と、私どもも承知しているんですが、公的なシェルターには、いろいろな利用制限がございます。御

本人、被害者の方の安全性を 大限担保するために、スマートフォン等の通信機器については利用を

一定程度制限して、まずは安全確保を優先するという形が今の公的シェルターの一般的な流れなんで

すが、そのことによって、この公的シェルターを利用することをためらう方が現にいらっしゃるとい

う中では、今回、私どもの事業につきましては、個々の状況にもちろんよりますけれども、必ずしも

それを制限するというところが先にルールとしてあるわけではないというところが１点ございます。 

 また、市内外というところの表現ですが、ＤＶ被害者に関しましては、市外の方でも当市の窓口の

ほうに御相談があれば、それは各市で受けるというのが、これはお互いさまの形になっていますので、

そういう意味でも市内外ということは当てはまるものだというふうに考えます。以上です。 

○【中川喜美代委員】 私は大変いい政策だというふうに思っているんです。予算特別委員会資料№

46、会派の方の資料請求をちょっと使わせてもらいますけども、この２ページの市長室、女性パーソ

ナルサポート事業、要求額が811万4,000円なんです。これが339万4,000円に減額されているんですけ

ども、これは政策経営課、政策経営部、理事者の各段階で査定を行っているとあるんですけれども、

これはなぜこんなに削減されたのでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 初の要求段階では、さまざま精査されていないところがありました関係

で、事業の実施方法等の精査を担当課に求めまして、事業費の圧縮を行ったところでございます。 

○【中川喜美代委員】 もうちょっと時間がないので、それはそれとして。でも、とてもいい政策だ

と思います。 

 もう一点、この予算案の概要の16ページと17ページ、平和首長会議、344万8,000円と国立市人権を

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、100万3,000円ですか、これについて伺

います。実は私もここでしか言えないので発言したいと思うんですけれども、これはそもそも佐藤前

市長がお亡くなりになる10日ぐらい前ですか、佐倉市での平和首長会議で講話を、これをきっかけと

して、上村議員が議会で取り上げて、２年間かけて、当事者も含めて、室長も頑張ってできたと。12

月議会で、もう全員、もちろん賛成でできました。 

 これは今後の国立市の大事な、それこそ基本条例になるということで、この予算案の概要でも一番

に書かれておりますし、市長の施政方針でも４回取り上げている。私、去年の12月議会の 中に、実

は佐藤前市長の御親族の方とばったり会ったんです。そのとき、もう三回忌も済ませましたと。だけ

ど、この佐倉市の講話は、あれを境に佐藤前市長は本当は容体が悪くなったということで、横に講話

を飾っている、お供えしているけれども、いまだに読めないんですと言われたんです。私は、ああ、

本当にそういう思いなんだと改めて思いました。 

 そこで、私はこの12月議会で、こういう条例が、すばらしい条例ができますよと、それをお話しし

たんです。とても喜んでおられて。それで、ことしの２月になって、実はまたばったり会ったんです。

そうしたら、本当にありがとうございますと。市報に載っていたので、写真の横にそれをお供えしま

したと。議会報だったと思うんです。この議会報のことを言われたんです。 

 それで私は、もし私だったら、すぐにこの条例、12月議会が終わったら、案を取った段階ですぐに

佐藤前市長のところに、お宅に持っていくだろうと思ったんです。それで、聞いたら、いやいや、そ
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んなのありませんと言われたので、私はすぐに室長に電話をしました。 初、つながらなかったんだ

けど、後から室長から電話があって、届けましたかといったら、届けていないと。これから届けよう

と思っていたというようなたしか発言もあったんです。そして、これは室長はその後、廊下で届けま

したと言われた。私、とてもそれはうれしかった。いつ届けていただいたんですか。 

○【吉田市長室長】 日時、済みません、今手元にないんですが、２月、この本会議が始まる前に御

家族に御訪問させていただいて、この条例の原案と、それから、これまで佐藤前市長の中で取り組ん

できた平和、人権の取り組みを集約したものを資料等も含めてお渡しをさせていただきました。 

○【中川喜美代委員】 私は３月３日付でその方からメールが来たんです。ありがとうございました

と。私にメールが来たということは、室長も私の名前を挙げてくれたのかなと、それはとてもうれし

かった。そのときに何て書いてあったかというと、「 後の命を振り絞って頑張っていたのを間近で

見ていたので、感無量です」って書いてあったんです。「志半ばでしたが、皆様の総意を喜んでいる

ことと思います。早速、墓前にも報告してまいります」と、このようなメールが来ました。私は、や

っぱりこういう本当に今はいい言葉の羅列でいろいろなことが語られているけれども、やはり真心か

らの行動、これがなきゃいけないというふうに思います。 

○【関口 博委員】 今のお話を聞いて、永見市長もぜひ佐藤前市長のお宅にお伺いして、そういう

報告をされたらいいかなと思いました。 

 昨日、消費税10％に上がるということで、歳入歳出のことを答弁があったと思いますけども、ちょ

っと全体的に聞きたいんです。2019年は１億円のマイナスになると。歳入歳出で歳出が多くなって１

億のマイナスですと。ただ、次の年の2020年になれば、地方消費税交付金が２億4,000万になるとい

うところまでは答弁があったと思うんですけれども、2020年、１年間フルになると、歳入歳出で、物

件費なんかが高くなると思うので、どういうふうになるのか、見通しを教えていただけますか。 

○【黒澤政策経営課長】 2020年度以降の見込みでございますけれども、地方消費税交付金につきま

しては、全体で15億ぐらいの収入があると見込んでおりまして、これは平成31年度予算に比べて２億

4,000万円程度の増収の見込みです。歳出側では、物件費、維持補修費、普通建設事業など、もろも

ろで税率８％のときと比較しますと、約1.5億円程度の増が見込まれます。 

 また、消費税増税にあわせまして、法人事業税交付金というのが新たに創設されまして、それが現

時点の算定では１億円程度入ってくる見込みでございますが、ただ一方で、偏在措置、税制の措置の

影響もあるため、そのとおり来るかというのは、現時点ではわかりません。それも勘案しまして、約

１億円程度はプラスになるのではないかと見ております。 

○【関口 博委員】 わかりました。これはここで終わります。 

 基幹系のデータセンターの件、他の議員が質疑していたので、ちょっと確認したいんですけども、

これはクラウド型にするという意味ですか。プログラムのシェアじゃなくて、データもクラウド型に

して、データも他市とクラウド型にするということで、このデータセンター化というんですか。そこ

だけちょっと確認したいんですけれども。 

○【町田情報政策担当課長】 自治体クラウドというものを目指したいと私は考えているところでご

ざいますが、現段階で同じようなシステムを使っているところと連携して、そういったものを構築す

るところまでは達してございません。ですから、今回は、いわゆる単独クラウドという形になります。 

 ただ、資源となりますサーバー類については、仮想化した上で我々の単独の仕組みとして利用でき

るような形での運用をしていきたいと考えているところでございます。 
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○【関口 博委員】 ということは、こちらでマスターはなくて、基幹系のコンピューターがなくて、

データセンターに共有型のクラウド型のプログラムがあって、データもそこにあるという形で使うと

いうことですね。 

○【町田情報政策担当課長】 そのとおりでございます。 

○【関口 博委員】 そうですか。じゃ、それはわかりました。 

 改めて質疑させていただきます。違うところに移ります。コンビニ交付について伺いたいんですけ

れども、事務事業評価の結果報告というのをいただきました。この中に、委員は５人いらっしゃって、

そしてこのコンビニ交付事務について評価をしているんですね。有効性、適切であるか、見直し余地

があるかという項目があって、有効性ゼロ、見直し余地あり５、効率性、適切ゼロ、見直し余地あり

５、つまり有効性も効率性もないというふうに今の時点では考えているということで、そのような認

識でよろしいでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 有効性、効率性がないということではなくて、現状のままで何も変更しな

いで有効性が適切か、また、効率性が何もしないで適切かというところについては、そうではないと。

見直し余地はあるということでございます。 

○【関口 博委員】 わかりました。そうすると、おもしろいデータを、予算特別委員会資料№12と

いう、これは非常におもしろいので、その裏面を見ていただくといいんですけれども、裏面の真ん中

辺にコンビニ交付実績という欄のところに、コンビニ交付経費概算というので10年間で１億5,700万、

１億5,700万ですよ。半分にすると7,850万、だから、１億6,000万、10年かかって５年で8,000万です

よというのがここに書かれているんですけれども、その後にコンビニ交付枚数見込みというのが２万

2,330枚、これが５年間で２万2,000枚。１年間10万枚あるから、５年間だと普通は証明書は50万枚で

すね。50万枚のうち２万2,000枚ですというのが５年後の見込みなんです。その見込みの根拠が下に

書いてある。コンビニ交付枚数見込み算出根拠というところで、29年度が1,500枚、30年が2,400枚と

いうふうな実績で、その後ずっと前年比約1,000枚増と書いてあって、1,000枚、1,000枚、1,000枚と

ふえていくよという形で、それで５年後には２万2,330枚ですよということなんですね。この１年間

に1,000万円増というのは根拠はまず何ですか。 

○【毛利市民課長】 そちらの根拠ということでございますが、提出させていただきました予算特別

委員会資料№12のそちらのページの下段、一番下のところの米印のところにもお示しさせていただい

たところでございますが、平成29年度から平成30年が約1,000枚の増であることから、今後５年間は

年間1,000枚増程度が見込まれるという現段階での見込みでございます。 

○【関口 博委員】 そうなんでしょうね。そうすると、事務事業評価では有効性、さっき答弁があ

ったように、このままだったら有効性はないよと。効率性、ないよというのが全員の判断ですね。そ

うすると、この1,000枚増というのは、何か自然増みたいに見えるんだけれども、これは何か有効な

手だてをするから、この1,000枚増になってくるということでいいんですか。 

○【毛利市民課長】 こちらについては、制度が29年の２月から始まったところでございまして、ま

だ実績が全然足りてございませんので、いたし方なくという言葉が適切かどうかわかりませんけれど

も、今後５年間の実績というものを示そうとすると、このような形になるものでございますけれども、

交付枚数をふやす工夫については、まずインフラであるマイナンバーカードをふやす工夫等々は、顔

写真の無料撮影サービスをしたりとか、窓口でいろいろなチラシをつくって、窓口にいらっしゃるお

客様に周知広報を徹底させていただいたりというサービスをさせていただいたり、さまざまな工夫を
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しております。ホームページ等々の広報もしてございます。そうした広報をする中で、今後もそうい

った地道な努力をさせていただく中ですが、現段階ではこのような予想になっております。 

○【関口 博委員】 苦しい答弁、よくわかるんです。これはマイナンバーカードをふやすためにコ

ンビニ交付をやれと国が言っているわけです。逆なんです。市民サービスをよくするためにコンビニ

交付をやりなさいと言っているんじゃなくて、マイナンバーカードをふやすためにコンビニ交付をや

れというふうに国は言っているんだから、そういう意図でいくと、市民サービスをよくするためにこ

れはやっているわけじゃないんですね。だから、マイナンバーカードをどんどんふやさない限り、市

民の利便性というものにはつながらない。で、市民の利便性につながらないんだから、マイナンバー

カードがちゃんと普及した後でやるんだったら、市民の利便性につながると思うんです。例えばマイ

ナンバーが50％、70％普及しましたというふうになってコンビニ交付やりますよというのだったらわ

かる。 

 そうすると、例えば５年間、これ休止したら、8,000万浮くんでしょう。そういうことですよね、

この試算で。そうすると、今こうやって1,000枚ずつふえていきますよ、マイナンバーを一生懸命頑

張って普及して、1,000枚ずつふえていきますよと言っているけれども、それでも１枚当たりの単価、

3,500円、つまり200円の証明書が3,500円かかりますよ、コストかかりますって。一生懸命、計算し

てもらっても、これです。さっきの窓口の話だと、300円から400円でしたか。そういうのを考えると、

今やらなくてもいい。今やらなくてもいい。でも、確かにマイナンバーカードが普及したならば、皆

さんの利便性のためにやるというのはわかる。だから、今はこれはやめたほうがいいということです。 

○【重松朋宏委員】 予算特別委員会資料№42の予算編成方針では、基本方針の(4)で「行政評価シ

ステムに基づく予算編成を行うこと」とあります。今回、予算編成に当たって予算書126ページから

の老人福祉費から７つの事業が見直しや休廃止がされました。つまりこの予算編成の基本方針、事務

事業評価、現場の自己評価を踏まえて、ボトムアップでこの７つの事業が見直しされたと見てよいの

か。それとも事務事業評価と関係なく、トップダウンで見直しされたのか、まず基本的なところで伺

います。 

○【黒澤政策経営課長】 全ての基本は担当課の事務事業評価に始まっておりますので、まず、基本

はそこからという形になります。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。今回見直されたのは、事務事業評価ですと施策の10、高齢者福

祉の充実、34事業のうち７事業です。事務事業評価では、まず、裁量性が大きい事業で、かつ担当者

評価の４つの評価項目、公共関与妥当性、有効性、効率性、公平性のいずれかが見直し余地とされて

います。そうなると、役所内で見直ししていくということはあり得るということになります。けれど

も、７つの事業以外でも、見直し余地にチェックが入っていたり、今後の事業の方向性について、事

業統廃合、連携とか縮小というふうにチェックされているものが12事業あります。 

 例えば長寿慶祝事業、それから老人クラブ活動支援事業、高齢者救急医療情報キット給付事業、高

齢者家具転倒防止器具取り付け事業など、なぜ７事業が今回見直しされたのか。そして残りの12事業

についても、事務事業評価の方向性で見直していく考えなのか伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 今るる議員さんが挙げていただいた事業につきましても、見直しの対象候

補として途中まで俎上に上がっていたものでございます。ですから、今後も必要に応じて見直しを考

えているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 途中まで上がっていたけど、今回は外れたと。しかし、今後見直していく可能
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性があるということですね。 

 それでは、具体的に予算書の129ページの高齢者の入浴券支給事業について、クローズアップして

事務事業評価値をチェックしました。これは家風呂がない高齢者の健康保持と、それから独居高齢者

の社会参加のために週１回分の銭湯入浴券を配付する事業です。今回、事業手法の見直しではなくて、

いきなり事業の休廃止ということですので、かなり厳しく事務事業評価されているんだろうなと思っ

たんです。 

 公共関与妥当性は適切、効率性、適切、公平性、適切、有効性のみ見直し余地あり。それも有効性

判断のうち、成果について向上余地があるとされています。利用場所が少ないので、地域に偏りがあ

ると。では、廃止・休止をしても大丈夫と判断しているのかと思って、廃止・休止の成果への影響評

価を見ました。すると、「影響有」。「利用者の健康が保たれず生活の質が低下することや地域から

孤立する状況が生まれるおそれがある」と。類似事業との統廃合・連携の可能性項目は、統廃合、連

携ができないと断じています。 

 今後の事業の方向性は、「公衆浴場が遠い地域などもあるが、利用率が上がるＰＲ方法等を検討す

る」と。事務事業評価は休廃止どころか、むしろしっかり事業を進めていこうというふうになってい

ます。なのに、なぜ利用率が上がるＰＲではなくて、いきなり休止、そして廃止なのか。ちなみに西

地域、先ほどの委員もおっしゃいましたけれども、あるいは北の２、３丁目に住んでいる人は東の鳩

の湯、使いません。立川市の羽衣町にある松見湯や美保湯を使っています。そちらのほうが全然近い

からです。なぜいきなり廃止なのか、伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 これは市内に唯一ある公衆浴場の改修工事に伴う１年間の操業の休止とい

うことが１つ大きなファクターとしてございます。そうすると、今、市外があるとおっしゃられまし

たけども、市内としてはなくなってしまうということがございます。ですから、もともとの地域の偏

在ということが、ここでゼロになってしまうわけです、市内としては。そういうことも踏まえまして、

事業の組みかえを今後行ってまいります。 

 ですから、公衆浴場の改修には新たな補助金を出しまして、改修をしていただくと。その後、改修

されたときには、また、そういった浴場を使った介護予防事業等を企画いたしまして、そこに足が向

いていただくような企画を今後立てていく。ですから、そこに対するいわゆる現金支給的な入浴券の

支給を行うのではなく、そこで介護予防を行うようなイベント等の企画において足を向けていただく

と、そのような組みかえを考えております。 

○【重松朋宏委員】 類似事業との統廃合・連携の可能性項目は、統廃合、連携はできないというふ

うに現場は判断しているんです。そして、地域の偏在があると言っても、そもそも西地域は東地域を

使っているんじゃなくて、立川の羽衣町の銭湯を使っているんです。この事務事業評価に目標達成基

準、見直し・廃止基準というものがあります。これは、「この事業はどのような状態となれば目標が

達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？」と。そういう地域事業をやるよ

うになれば廃止できるのかと言えば、こう書いてあります。「他の施策により、入浴設備のない高齢

者の健康保持及び一人暮らし高齢者の社会参加の促進が図られるようになった場合」と記入されてい

ます。そこで、入浴設備のない高齢者の健康保持はどう図られるんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 御自宅に入浴設備のない方への対処ということでございますけれども、

先ほど現場担当者に確認してもらったところ、入浴設備がないということで、この券の発行を受けて

いる方がおよそ７名だという数字をもらいました。これはきょうちょっと調べてもらって、今現在で



－ 120 － 

の状況ということでございますけれども、７名の方に対してこの券を発行する事業でいくのか、個別

に対応する形で何か支援策を考えられないのかといったようなところは、まだ検討の余地があるかと

思いますので、今後対処を考えていきたいと思っております。 

○【重松朋宏委員】 答弁ありがとうございました。７名ということはわかります。だけど、７人だ

けではなく、残りの220人も含めて、まず、それをするのが先なんじゃないですか。私たちのことを

私たち抜きに決めないで、これは障害者権利条約やしょうがいしゃがあたりまえに暮らすまちくにた

ち条例のキーワードですけれども、これはしょうがいしゃだけのことなんですか。国立市の市政全体

の、根本のものでしょう。私は廃止するなと、休廃止するなと言っているわけじゃないです。大事な

んだったら、そのプロセスをきちんと、一人一人と向き合うことが大事なんじゃないですかというこ

とを申し上げた上で、もう一つ。 

 衛生費の予算書の212ページのごみ処理費、１点だけ伺います。予算特別委員会資料№16で有料化

前後の月別のごみ収集量を出していただきました。2017年９月から有料化して、１年たって特に可燃

ごみ、これもうリバウンドが出てきているんですけれども、次の一手は何を考えているのか。私は一

定枚数の袋を配付している減免世帯への働きかけ、配付枚数のコントロールが非常に有効だと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○【中村ごみ減量課長】 お答えします。まず、この表の見方なんですけど、29年９月からは有料化

していますので……（「結論を。次の一手は何か」と呼ぶ者あり）それはＥＰＲの推進ということで

考えてございます。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで休憩に入ります。 

午後３時１５分休憩 

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

午後３時３０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、何点か質疑させていただきます。まず、予算書121ページです。

福祉総合相談窓口事業費の中の生活困窮者自立促進支援事業委託料です。これ、平成30年度は、

1,200万……（「1,260万」と呼ぶ者あり）1,260万6,000円から1,603万6,000円にふえているんですけ

れども、これは具体的にどんな事業の委託料なのか、まず教えてください。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。この委託料の中には、生活困窮者自立促進のための相談

支援事業などで、まず、家計相談支援事業、就労準備支援事業、学習支援事業の委託、この３つの委

託が入ってございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。３つの事業が入っているということですね。ちょっとわかり

にくくなっているんです。それで、この学習支援事業も入っているということで、ここはたびたび、

決算のときも前の予算のときも質疑させていただいたんですけれども、今までは随意契約で行ってい

たということなんです。今回も同じような感じなんですか。それとも変えるんですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。確かに委員おっしゃるとおり、これまで学習支援事業に

つきましては随意契約という形で行ってまいりましたが、今般、さまざまな事業主体などがこの事業

に参入しているというところも鑑みまして、31年度につきましては随意契約の見直しを考えてまいり

たいと思っております。 
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 現在、方針などを策定中ですけれども、そういった選定をするに当たりましては、実施体制や実績

などを勘案して、それから、地域資源の活用といった観点も考えながら 適な業者を選定していきた

いと考えているところでございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ということは、１つのところに委託するというよりは、もしかすると複数に

なることも考えられるということですか。 

○【関福祉総務課長】 現在、 終的な方針を策定中ではございますので、ちょっと詳細を申しかね

るところはあるんですけれども、そういったところも考慮して、今、考えているところでございます。

以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 今までは、いわゆる教室型みたいな感じでやっていたと思うんですけれども、

それについても今検討中ということでよろしいですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。今まで、教室型を中心に、いわゆる個別の親世帯の相談

支援というものも行ってまいりましたが、今回、31年度からについては、いわゆる教室型の学習支援

に加えて個別訪問型の学習支援といったものも盛り込んだ形で選定していきたいと、そのように考え

てございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。いろいろなお子さんがいて、教室に来られない方も

いるので、確かに、個別訪問型というのがあるのはとてもいいことだと思います。 

 先ほども言ったように、多分、346万ぐらいふえていると思うんです。これは、その３つの事業の

中のどこの部分でふえているんですか。 

○【関福祉総務課長】 お答えいたします。まず、この委託事業のベースにつきましては、就労準備

支援事業が、生活保護の予算と今まで分けておりました。その部分の配分を少し変えているところと、

学習支援の金額を算定し直しているというような形で、見直した形にはなっております。以上でござ

います。 

○【石井めぐみ委員】 学習支援のほうはどのくらい増額されるのかというのは、今の段階でお答え

いただけますか。 

○【関福祉総務課長】 これから選定にかかっていきますので、申しわけありませんが、正確な金額

についてはちょっとこの場では控えさせていただければと思います。申しわけございません。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。これは本当にとても大切な事業だと思います。一人一人、子

供のタイプもいろいろ違うものですから、大切にやっていっていただきたいと思います。 

 それでは、次のところで、59ページになると思うんですけれども、情報発信等広報施策事業費とい

うことで、これは実は、ちょっとここでいいのかわからないんですけれども、市民課でとてもすばら

しい婚姻届、オリジナルのプレミアム婚姻届をつくって販売されているんです。これが、見て本当に

感動したんですけれども、たくさんの写真を張れるようになっていて、小さな窓を開けると、その記

念日の写真が見られるという本当に工夫されているすてきなもので、これがあるんだったら、私、も

う一回ぐらい結婚してもいいかなと思っちゃうぐらい本当にすてきだったんです。 

 ただ、そこに張る写真なんですけれども、恐らく、婚姻届を出しに行ったときに 初に撮る写真っ

て、正面玄関の奥のところにあるハートの前で記念写真を撮られると思うんです。それが 初の写真

になるのかなと思うんですけれども、あのバックが、済みません、紙でつくってあるのでよれよれに

なっていて、ちょっと引きで撮ると実はきれいな写真を撮れないんです。これはとても残念だなと思

っていて、これの予算というのはどこかに入っているんですか。 
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○【吉田市長室長】 今、委員御指摘のように、59ページの情報発信等広報施策事業費の12、役務費

の３の手数料、もう既にシートは作成し終えていますので、この手数料の中で、次年度、平成31年度

にはシートのクリーニングという形で……（「クリーニング」と呼ぶ者あり）はい。汚れているもの

をきれいにするという形での予算になります。 

○【石井めぐみ委員】 済みません。（「物を大事にするんですよ」と呼ぶ声あり）そうですね。

9,000円ということなので、クリーニングなんですけれども、クリーニングじゃ、あのよれよれとか

しわしわは直らないので、どうせだったらパネルにしていただいて、きれいな背景にできないでしょ

うか。これはできませんか。 

○【吉田市長室長】 実際に、今、西側のロビーのところは少しシートが剥がれかかっておりまして、

下のほうは、やはり人が往来する場所でもありますので、汚れが少し出ています。 

 次年度に向けては、委員おっしゃるように、確かに記念すべきときに撮っていただくシートとして

市としてもあそこに設置しておりますので、そちらの見ばえについては、何らかの形ができないか検

討したいと思います。 

 また、使い方についても、市だけじゃなくて、広く、ほかの場所でも使えるような貸し出しという

ことも今後検討していきたいと思います。 

○【石井めぐみ委員】 特に、ことし、元号が変わるわけです。そうすると、婚姻届を出す需要とい

うのが恐らく伸びてくると思うので、そのときに、やっぱり国立市でもって婚姻届を出していただい

て、写真も撮っていただく。そこはむしろ、私、これはシティープロモーションにつながることだと

思うので、そんな莫大なお金はかからないと思うので、ぜひやってください。 

 先日、毛利課長が、オリジナルの婚姻届を出してくださったら何かおまけをつけてくださいという

ので、一生懸命、商業者の人たちに頭を下げて営業して回っていたんです。これを見たときに、私は

本当に感動したんです。こうやって、１人でも２人でも、国立市でもって結婚式を挙げてもらう、婚

姻届を出してもらうというのはとても重要なことなので、ぜひお願いしたいと思います。 

 169ページ、医療的ケア児等保育支援事業費です。これは医療的ケア児等保育所等受入支援委託料

ということですけれども、このお金はどういうふうに使われるんですか。 

○【松葉児童青少年課長】 31年度４月に入所を御予定の医療的ケアが必要なお子様の方に、入所に

当たりまして、本来の園の看護師だけでは、ほかのお子さんがいらっしゃいますので見切れませんの

で、専属の看護師をつけるですとか、相談をするとかという形で事業者のほうと契約するという内容

のものでございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。障害者差別解消法が施行されましたので、親とか本

人が望めば保育園とか学校に行けるようになりました。ここは本当に手厚くやっていただきたいと思

います。実は、医療的ケアって、私は日常的にやっていたんですけれども、そんなに難しいことでは

ないんです。研修を受ければ十分にできることだと思います。これは今は保育所だけになっているん

ですけれども、当然、その子が大きくなると学校ということが考えられると思うんですけれども、学

校のほうを見たら、きょうはちょっと学校のところがないので言えないんですけれども、どこにも出

ていないんですが、これは今後どうなっているのでしょうか。 

○【宮崎教育次長】 31年度に向けて、現段階で、教育委員会でというところは、今のところありま

せん。ただし、このお子さんは、確実に、年を重ねれば就学という時期が来ます。その段において、

これまで市の保育の関係では配慮してきたものが、学校ではありませんというところは望ましくない
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だろうという考え方はございますので、できるだけ早い段階で、そのお子さんが就学先を決定するに

当たってどのような措置をとればいいか、それは教育委員会のほうも、子ども家庭部、あるいは政策

と連携しながら考えていきたいと思います。 

○【石井めぐみ委員】 すばらしい。ありがとうございました。 

○【藤江竜三委員】 それでは、167ページから質疑しようと思います。幼児教育推進プロジェクト

ということで、かなり実験的なプロジェクトでやってきているのかなと思っております。それで、今

のところ、かなり少ない人数で 初はやっていたと思うんですけれども、実際にやってみた結果、ど

ういった感触をつかんでいるのかというところを、まず伺いたいと思います。 

○【松葉児童青少年課長】 お答えいたします。昨年９月から、このプロジェクト、ここすき！を始

めさせていただいております。福祉保険委員会の中でも、当初は10組だったのを22組の応募がござい

ましたので、全員を受け入れていただきたいという御要望をいただきまして、時間帯をうまく工夫し

た中で受け入れをさせていただいております。 

 １歳のお子さんと保護者を対象にしておりまして、普通では、子育てひろばと違って親子参加型で、

中に入ると子供とお母さんがちょっと離れることはありますが、お母さん方は、やっぱり、おうちに

いるとどうしても先へ先へ何かをしてあげちゃう。心配をして、してあげちゃう。この子はこの中に

行ってうまくできるだろうかといろいろな不安を抱えたんですが、中に入っていくことによって、大

分、親のほうも待てる気持ちができたり、また、大事なのは、このひろばでやったことを保育士と連

絡帳をとりまして、書いた内容を家庭とやりとりをして、継続して御自宅でも子育てをしていただく

ということが非常に大事だということで、保護者の方々からはすばらしくいいということで、新年度、

31年度についても、申し込みはどうなんですかという声も少しずついただいているところでございま

す。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。アンケートとかもちょっとだけ御紹介していただけた

ら。何かとっていたらお願いしたいと思うんですけれども。 

○【松葉児童青少年課長】 済みません。ちょっと今アンケートまではないんですけれども、今お話

をさせていただいたような、保護者の方からは、やはり、うちの子は集団の中で溶け込めるかどうか

とか、いろいろな不安がありました。それで、外に行くとうろついてしまうようなところに不安があ

ったりしたけれども、やはり一緒に座って待てるようになったと。保護者のほうも、そういうことに

ついて、我慢して一緒に子供と向き合えるようになったという御意見をいただいているところでござ

います。 

○【藤江竜三委員】 そういったことで、かなりアンケート結果もよかったと思います。具体的な数

字も、たしか、ほかのところで見たところでは、「よかった」が100％という、参加していただいた

方は、全員「よかった」に丸をつけていただけるような、すごくよかった事業なんじゃないかなと思

います。 

 そうなってくると、来年度どれぐらい広げていけるのかなというのが非常に重要になってくるかと

思います。今回は１歳児が中心だったと思いますけれども、僕は、この家庭の保育力を育てるという

意味で、かなり効果があったんじゃないのかなと思います。やっぱり 初の１人目とかだと、本当に

どうやったらいいのかわからないという中で、周りのお母さんともかかわる機会がないと、本当にい

きなり子供ができるとなかなか大変だなと思うところがあります。それで、こういった場に参加する

と、かなり息抜きもできるし、こういうことをやっているんだというふうに、参加できる方が多くな
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ると思います。 

 それで、家庭で保育をしている方は、ゼロ歳児だと、たしか75％以上いて、１、２歳児だと保育園

も幼稚園も使わない方が50％以上というふうに考えると、大体1,700人ぐらいになるんじゃないのか

なと思うんです。この事業だと、本当に20人ぐらいの方しかそういったことに参加できていないとな

ると、やはり、かなり漏れている部分があるのかなと思います。そこをいかに広げていくのかという

のがポイントになってくるのではないかなと思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えで

しょうか。 

○【松葉児童青少年課長】 平成30年度は中央児童館のところを使って実施をしておりましたが、平

成31年度は場所を少し広めまして、本町学童も使って、２カ所で60組の御家庭を対象に５月のゴール

デンウイーク明けから始めていきたいと思っています。ただ、これだけでも規模感としては非常にち

っちゃいものでして、全体の未就園の家庭に対しての普及といいますか、幼児教育の視点を持ってい

ただきたいということで、これまでも、パンフレットをつくったりですとか、コラムをつくったりで

すとか、いろいろなことをしております。あわせて幼稚園インタビュー等もさせていただいて、幼児

教育のすばらしさというものをお伝えさせていただくというような取り組みもしておりますので、ひ

ろばだけではなく、広く、こういう啓発のものにもあわせて力を入れていきたいと考えております。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。60組ということで。今年度は30年度に申し込みがあっ

た以上になると思うので、積極的に集める形にしないと、この60組、せっかく枠をつくっても埋まる

ということがなくなってしまうので、ぜひともいろいろな形で、保育園に残念ながら入れなかった方

であったり、いろいろなアプローチの仕方があると思います。出産したときに、こういうものがあり

ますよとか、ぜひともやっていってほしいと思います。 

 それで、保育所保育指針においては、ゼロ歳児から幼児教育の重要性が記載されましたとなってい

るかと思うんですけれども、この事業は１歳児からなんです。ゼロ歳児からとなると、どういったア

プローチを考えているとか、この事業を下の方向にも広げていくことを、31年度はできないかもしれ

ないんですけれども、32年度にやっていくと、そういう広げる方向というのは考えられるんでしょう

か。 

○【松葉児童青少年課長】 お答えいたします。今現在は１歳の御家庭を対象にしておりますが、啓

発活動については、ゼロからの御家庭に対してのパンフレット等をつくっております。まだまだ規模

は小さいんですが、ことしの平成30年度も、ゼロ、１を対象にした御家庭で活用いただけるようなパ

ンフをつくったりしております。それを保健センターですとか子ども家庭支援センターへと配ってお

ります。まだまだ、このあたりの普及活動は少ないと思っておりますので、やっぱり保育園なんかと

の連携をする中で、今、保育園さん、幼稚園さんにもお配りをさせていただいて、各御家庭にお配り

をしていただいておりますが、広く、このあたりは工夫をしていく必要があるかと考えております。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。ぜひとも、これは本当にいい事業だと思いますし、ま

た、保護者の方の評判も大変よく、私も実際に見に行ったら、本当に子供が楽しそうにいろいろ学ん

でいるというか、楽しく活動していましたので、うまく発展させていってほしいと思います。 

 それで、次は71ページ、男女平等参画ステーションについて、以前に、ここは実際に使われるのか

どうかすごく心配なんですけどというような質疑をして、目標値と撤退ラインはどう置いているのか

ということを質疑させていただいたと思うんですけれども、実際、１年間やってみた結果がどうだっ

たのかということを伺わせてください。 
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○【吉田市長室長】 昨年、平成30年度の予算特別委員会でも質疑いただきました。その際には、相

談事業では目標値280件、啓発事業では800名を目指すということで、その半分が撤退ラインというよ

うな形で御答弁申し上げました。現状、31年１月末現在で相談事業が179件、啓発事業が1,496名とい

う形でございます。 

 また、ＳＮＳ等、ホームページ、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターでは、約３万

5,500アクセスある状態です。残り２カ月ございますが、見直しのラインについてはクリアされてい

るものだと判断しております。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。比較的使われてよかったなと思います。 

 ただ、広報関係なんです。ちょっとまだツイッターしか追えていないんですけれども、ツイッター

のフォロワー数を見ると92で、ちょっと寂しいかなと思います。僕個人で、結構、８年間頑張ってき

たんですけれども、今、900フォロワーぐらいあって、それと比べても、１年だから、92だと８年後

には700ぐらいになっているからそれでいいというふうに、でも、市で予算をつけて仕事でやってい

ると考えますと、もう少し宣伝力を伸ばしていっていただけたらなと思いますので、ぜひともその点

もよろしくお願いいたします。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、済みません、予算書の75ページでしょうか、５市共同事業について

伺いたいと思います。これは１つの事業で1,200万円ですか。それともほかの事業が入っているんで

しょうか。ちょっと教えてください。 

○【黒澤政策経営課長】 詳細はプロポーザルの委託で提案をしてもらいますけれども、まず、核と

なる事業としましては、先ほど他の委員にもお答えしましたが、イタリアのプッチーニ関係のオペラ

の鑑賞を考えています。そのほかにも、イタリアの文化を啓発することを複数事業絡めまして、この

金額とさせていただいております。 

○【藤田貴裕委員】 そうすると、大まかに考えると１個の事業というふうに考えていいんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 大きなイベントとしては１つでございますが、過去、５年前にも、この幹

事市をやったときには、一橋大学の兼松講堂をお借りして、オーケストラという１本の柱がありまし

たので、どこの自治体も１本大きな柱をつけて、その後、さまざまな細かいものをつけている、そん

な状況でございます。 

○【藤田貴裕委員】 ５年前も1,200万円ぐらいかかったんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 補助スキーム等、全て変わっておりませんので、そのとおりでございます。 

○【藤田貴裕委員】 今回は、この事業は歳入は120万円ぐらいなんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 いいえ。960万円が補助金でございます。そのほかに120万円、ほかの４市

から30万円ずついただくようになっております。以上が歳入でございます。 

○【藤田貴裕委員】 960万円あるんですね。ちょっと予算書でそれがわからなかったもので。とい

うことは、ほとんど一財はないということでいいですかね。わかりました。意図もよくわかるんです

けれども、ずっと議会をやっていますから。ほかの人、一般市民の方が意図がわかるかなというと、

わかる人はわかると思うんです。当然、都市間交流ですね。それ以外にないと思うんですけれども。

市民に意図を明確にした上でやるんだったら、なるほどなというのもわからなくもないんですけれど

も、市民が意図をわからないでこのようなことをやって、効果が出るのかなという疑問は非常にある

んです。意図を明確にした上でプロポーザル入札をかけるということでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 この事業自体は、あくまでも子ども体験塾でございまして、この事業の補
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助をいただく１つの条件というのが、１つの市では味わえない大きな規模での子供の感動体験を出し

ていくといったものがありますので、この事業自体は、通常、オペラに接するという機会は、なかな

か子供たちにはありませんから、そういったもので感動を与えていくといったことが、１つのこの事

業としての意図でございます。そこに、我々、ちょうどルッカ市との交流を今進めていくところでご

ざいますから、イタリアのオペラというものを、その感動体験を与える１つの道具として選んだとい

うことでございます。 

○【藤田貴裕委員】 １つの感動としてですけれども、やっぱり当然、都市間交流に向けたという大

前提があるわけですね。それでしたら、どういうふうに市民に対して、なぜイタリアのルッカに決め

ようとしているのかと。どういうような目的を今後やりたいのか、そのことを大々的に市民にいつ言

うのか教えてください。 

○【黒澤政策経営課長】 さきの代表質問でも、議員におかれましては、まがいもので無駄だという

ようなことを全世界にインターネットで配信されてしまったわけです。説明会をしなさいというお話

をいただいていますが、この間、何度も、市報等で、私たちはルッカ市とこういう理由で交流したい

ということを伝えてきておりますし、ルッカを知る研究会というもので啓発もしてきております。 

 また、30年12月には、市長みずから向こうのルッカに行ってきた視察の報告等を行っています。で

すから、説明会という形は今後も考えておりませんけれども、31年４月からは市報でも連載記事等を

検討しております。 

 また、説明会ということではありませんけれども、わくわく塾のメニューに北秋田市とルッカ市と

の交流のことを加えたいと思っておりますので、ぜひともそちらのほうを、議員におかれましては御

利用いただければと考えております。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 その意図は明確にした記事というふうに私は捉えなかったので、そういうふう

に言っていますけれども、市の思いを、市民に市報なんかで言うだけで都市間交流というのは結んで

いいものなんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 これまでも、なぜ都市間交流していくのか。しかも海外の都市ですね、今

までやってこなかったわけです。それに対するメリットにつきましても、この間、何度も何度も申し

上げさせていただいているところでございます。文化と芸術を中心に交流をしていく。また、交流す

ることで都市の発展、また、シビックプライドの醸成、また、お子さんにつきましても、後々はルッ

カというところに派遣をしまして世界を知っていただく。そういったことがトータルで市のメリット

となると、そのようなことを考えて、やっていることでございます。 

○【藤田貴裕委員】 市はそういうふうに意図はあるんでしょうけれども、市民的に、それが、ああ、

そうだね、イタリアのルッカにうちの子供を連れていきたいなというふうな雰囲気をつくるのが機運

醸成事業なんじゃないですか。 

○【黒澤政策経営課長】 おっしゃるとおりですので、そういったことを機運醸成でやってまいりた

いというふうに考えております。 

○【藤田貴裕委員】 市民の意見を聞かないところで新しい政策というのは、多分、それはあり得な

いだろうなと私は思いますので、仮にやるとしたら、そのような対応を私はぜひやっていただきたい

なと思います。今の答弁を聞いていると、予算の審査をしている上で非常に参考にさせていただきた

いと思いますけれども。 

 じゃ、ちょっと今後の市の、今、これ以上の答弁は出ないと思いますけども、私はそういう考えを
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持っていますので、ぜひ新しいことをやるんだったら慎重にやってもらいたいです。ほかの政策をや

るときも、多分、そういうふうに相当慎重にやるんじゃないですか。あるいは、事務の廃止について

も、ちょっとこの予特の議論を聞いていたら心配になってきました。やっぱり相当丁寧にやっていた

だかないと、それはいけないと思いますので、そのことを言っておきます。 

 商店街の個別の連携のイベント、予算書233ページについて聞きたいんですけれども、これをちょ

っと具体的に教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 これは商店街の枠を超えた取り組みをやられている方々が国立市にもた

くさんいらっしゃいます。ビアガーデンをやったりですとか、ちょうネクタイを市も含めてやらせて

いただいたりですとか、そういったことを支援させていただくための補助制度でございます。以上で

す。 

○【藤田貴裕委員】 よくわかりました。たしか５人以上で、商店街を超えてやるんですか。書類も

何か３枚ぐらいでいいとか、結構現場の意見を聞いて出てきた意見らしくて、まちの活性化には本当

にいいのかなと思っております。これはイベントというのは、どこまでがイベントなんですか。例え

ば、各商店街を知ってもらうためのクーポン券を発行するとか、そういうのも入ってくるのか、どの

辺までの事業範囲を考えているのか、もしわかったら教えてください。 

○【三澤まちの振興課長】 このイベントの範囲につきましては、東京都と一緒に商店街活性化の補

助金をやっていますけれども、そこに準じておりまして、ただ単にクーポンを配るとかといったよう

な形ではイベントにはならない。集客といったことが必須になってくるということでございます。 

○【藤田貴裕委員】 東京都の水準に準拠するということでありました。３分の２を補助していただ

けるということで、相当、広報に関する費用は出るというふうな話も聞いておりますので、こういう

ような地域を盛り上げるイベントを積極的にやっていく必要があるのかなと思いますし、職員の皆さ

んも、ぜひ国立市の個人店に、いろいろ買い物ですとかお食事をしに来ていただいて、商店街の実態

というのをぜひ知って、もうちょっと市の職員は来てほしいという意見も私は存分に聞いているもの

ですから、今、一応、そういう商店街の方のお話を伝えさせていただきます。市長が来ていただける

んだったら、まちももちろんいいんでしょうけれども、前の市長も随分小さいお店までに足を運んで、

今までの市長はこういうことはなかったと言ってえらく喜んでいただいた方も、そういう話も聞こえ

てきます。市長もやっていただいているということだったらよろしいと思いますけれども、そういう

声がありますので、一応伝えておきます。 

 自殺対策について、予算書121ページについて聞きたいです。コンサルタントは結局削除されたと

いうことで、私は、それがしようがないのかと思います。やっぱり市は自分で事務をやるんですから、

コンサルタントに頼まないで自分で新しいことをやっていくんだ、生み出していくんだという姿勢は

大事だと思います。それがスーパーバイザーに変わっているんですけれども、大丈夫かどうか、ちょ

っと…… 

○【大谷俊樹委員長】 お時間です。ほかに。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 それでは御質疑させていただきます。他の委員で不安になったところはたく

さんありますので、ちょっとお伺いしたいんです。 

 入浴券支給事業費のところです。ちょっとよくわからないんですが、平成30年度、当初予算で363

万2,000円。平成31年度で164万5,000円。それで、75歳以上でなかなか交流がない方とお風呂がない

方。お風呂がない方については７人いるということまで把握されている。この現状で、これからどう
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していくのかというのをもう一度。担当の方が、他の委員の中では事務事業評価からのボトムアップ

でこれは見直していくと、担当課として責任を持ってやっていくという意思表示なんだろうなと理解

しているんですが、どういうことなのか、もう一度お伺いいたします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 入浴券支給事業の見直しということでございますけれども、今回減額さ

れた分は、先ほど答弁させていただきましたとおり、この入浴券が７月から発行されて、翌年の６月

まで有効の分ということでございますので、31年７月から発行する分を休止すると。その一番大きな

要因として、今、うちでこういう対処をしているのは、市内に唯一ある銭湯が介護予防等の事業を想

定した形での改修工事に入るということで休業に入るということでありまして、31年度、７月からの

新たな券の発行を休止すると。 

 それで、32年度へ向けて当該銭湯が介護予防事業や健康づくり事業に使えるような形のスペースを

入れて改修されるということでございます。そこで、その銭湯の業者さんとどのような形で市民の方

の健康づくりや介護予防に取り組めるかというのをこれから協議していきたいというところで、また、

入浴券事業自体の見直しにつきましては、介護保険運営協議会でも一度議論されておりまして、平成

29年９月の介護保険運協なんですけれども、入浴券等を含めた独居高齢者に対する施策について総合

的な支援が必要ではないかという意見があって、見直しをかけていくところでございます。先ほどの

委員さんからの質疑への答弁でも少し触れてはいるんですけれども、福祉会館の２階にございます入

浴設備というものもございますので、本当に入浴しないと健康の保持ができないというようなケース

等が考えられるということ、そういった個別のケースについては、市内の福祉会館の入浴設備等の紹

介も含めて対応していきたいと考えてございます。 

○【稗田美菜子委員】 これからやっていくことはわかったんですけれども、今、とりあえずわかっ

たことは、平成31年７月から平成32年６月までの入浴券を廃止するということですね。その間、お風

呂に入れない状況が生まれてしまうことについて、７人は、おうちにお風呂がないということが把握

されている。そこについて、何で市内にこだわっているのかよくわからないんですが、市内の入浴施

設等を御紹介するというところですけれども、もうそれは既に進めていることなのか、これからする

ことなのか、お伺いいたします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 入浴券の支給につきましては、公衆浴場組合が７月から６月という期間

で券を発行しているんですが、私どもの市では年度で予算を組んで動いておりますので、実務として

は、４月に１回、４、５、６月分に相当する入浴券の発行を行います。その際に御案内を差し上げて、

御相談がある場合には、こちらのほうでも対処していきたいと考えてございます。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 御相談がある場合じゃなくて、７月からなくなるわけですから、７月までに

ちゃんと手だてができるのか、お伺いいたします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 入浴設備のない７人の方については重点的に当たれるかとは思います。

残りの200人超の方についても、こちらとして、できる限り対処していきたいというふうには考えて

ございます。 

○【稗田美菜子委員】 ７人の方はもちろんですけども、全員、しっかり対応していただけるという

ことで、確認でよろしいですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 220人以上利用されている方がいらっしゃって、こちらは入浴券を使っ

ての入浴だけなのかどうかということも、こちらとしては確認がとれていませんので、必ず、その券

がなくなると全くお風呂に入れないのかどうかというところもちょっと確認しなくてはいけませんの
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で、まずは利用の状況のさらなる確認をしていきたいと考えてございます。 

○【大川健康福祉部長】 ちょっと補足的にお答えさせていただきます。当初、入浴券の支給事業を

やるときに、それぞれのお宅に伺って、訪問しているアセスメントの内容がございます。それを１回

さらわせていただきますので、それをもって個別に、この方は必要だということの判断ができた方に、

随時、地域包括等、窓口で行かせていただいて、どのようにやっていくか。そのときにやはり福祉会

館もお勧めするということもありますが、その方の生活全体を見ていくということをやります。 

 さらに、今回、高齢の方が生活していく上で、支えるという観点で、やはり孤立を防ぐということ

を重点的にこちらのほうからもお伝えしつつ、出かけた先で、やはりつながっていただくということ

を、今後、市としても御用意していくことも含めて御説明していくということでございます。 

○【稗田美菜子委員】 本来は、アセスメントが終わってから予算計上という形になるのだと思いま

すけれども、きちんと、７月までにアセスメントも全てその方に合った形でしていただけるといった

ことで、もう一度確認しますけれども、間違いないのかどうか、確認させていただきます。 

○【大川健康福祉部長】 ７月までに随時、もうその動きを始めていきたいと思います。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。ありがとうございます。ちょっと不安になったので、そんな

ことが起きたらとんでもないと思いますので、確認させていただきます。 

 予算編成方針の中の(5)に、「『財政健全化の取り組み方針・実施細目』に基づく健全化の取組を

進めること」とあります。この中で、調べさせていただきましたところ、財政健全化の取り組み方

針・実施細目の中には、具体的に書かれている細目の中で、「くにたち文化・スポーツ振興財団及び

国立市社会福祉協議会の自立の促進」という項目があります。これは補助金が高い団体なので「自主

財源の確保と効率化に努めてもらう必要がある中、行政としても、インセンティブを導入した補助金

制度の構築を検討する」とあります。 

 これは予算書の中で申し上げれば123ページ、社会福祉協議会運営支援事業費です。これは１億

1,079万3,000円。市から１億円以上のお金が出ています。今年度、健全化の取り組み方針については

最後の年だと思いますけれども、どんなふうに自主運営についての取り組みの検討がなされたのか、

お伺いいたします。 

○【関福祉総務課長】 それではお答えいたします。まず、社会福祉協議会の今後の自主運営の強化

というところでは、まず、社会福祉協議会のほうでもくにたち福祉活動計画ということで計画を策定

いたしました。30年度に、その計画に基づいた組織強化計画を今つくっているところでございます。

その中でも、社会福祉協議会の基盤強化ということで、平成31年度から会費の見直し、それから基盤

強化のための検討を進めていくというような形が示されてございますので、そういったところで今取

り組みを進めているところでございます。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。社協をチェックする機構みたいなものがあるのかどうか、お

伺いいたします。 

○【関福祉総務課長】 基本的には社会福祉法人になりますので、まずは、理事会、評議員会がその

任に当たるところでございます。以上でございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。自分のところで評価をするということで理解をいたしました。

時間がないので、ほかに質疑があったんですけれども、私の質疑は以上です。 

○【大谷俊樹委員長】 まだ質疑をされる委員がおりますが、以上をもって本日の委員会はこの程度

にとどめ、明８日、午前10時から予算特別委員会を開き、引き続き、款１議会費から款７商工費まで
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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１０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７日 

 

 

 

    予 算 特 別 委 員 長       大  谷  俊  樹 
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