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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。会議前でございますが、昭和20年３月10日の東京大空

襲におきましてお亡くなりになられた方々と、平成23年３月11日に起きました東日本大震災におきま

して、津波等によりお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙禱をささげたいと思います。 

 皆様、恐縮ですが、御起立をお願いいたします。 

 それでは、黙禱。 

〔 黙  禱 〕 

 黙禱を終わります。御着席をお願いします。御協力ありがとうございました。 

 定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会を開きます。 

 議題に入ります前に、８日、本日の持ち時間を先に質疑している会派がございますので、念のため、

本日の持ち時間を御報告いたします。本日の持ち時間は緑と自由の風、10分となります。以上、御了

承願います。 

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

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

  議題(3) 第１８号議案 平成３１年度国立市下水道事業特別会計予算案 

  議題(4) 第１９号議案 平成３１年度国立市介護保険特別会計予算案 

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

○【大谷俊樹委員長】 第17号議案平成31年度国立市国民健康保険特別会計予算案から第20号議案平

成31年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案までの各特別会計予算案４件を一括議題といたします。 

 まず、各特別会計予算案の歳入歳出について、それぞれ補足説明を求めますが、その順序につきま

しては、初めに第17号議案、第19号議案及び第20号議案の補足説明をしていただき、次に第18号議案

の補足説明をしていただくことといたします。 

 それでは、初めに、平成31年度国立市国民健康保険特別会計予算案及び平成31年度国立市介護保険

特別会計予算案並びに平成31年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案について補足説明を求めます。

健康福祉部長。 

○【大川健康福祉部長】 おはようございます。それでは、第17号議案平成31年度国立市国民健康保

険特別会計予算案について補足説明をさせていただきます。 

 予算書の391ページをお開きください。第１条でございますが、歳入歳出予算の総額はそれぞれ74

億2,107万1,000円と定めております。平成30年度当初予算と比べ156万5,000円、0.02％の減額となっ

ております。なお、以降の各特別会計予算の増減は平成30年度予算との比較になりますので、御了承

願います。 

 第２条は、歳出予算の流用の規定を定めたものでございます。 

 それでは、歳入の主なものについて御説明いたします。404ページをお開きください。 

 款１国民健康保険税は、被保険者数の減により6,386万1,000円、4.2％減の14億7,480万8,000円を

計上いたしました。 

 次に、406ページ、款４都支出金は、8,305万2,000円、1.7％増の49億4,239万7,000円を計上いたし

ました。このうち、項１都補助金、目１保険給付費等交付金、節１普通交付金は、歳出の保険給付費

に対し全額交付されるものでございます。また、節２特別交付金の３、都繰入金（２号分）は、平成

29年度収納率実績に基づき交付されることが見込まれるため、6,682万2,000円を増額し、6,952万
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2,000円を計上いたしました。 

 款６繰入金は、東京都へ納付する国民健康保険事業納付金が下がったことなどから2,075万6,000円、

2.1％減の９億8,935万9,000円を計上いたしました。 

 続きまして、歳出の主なものについて御説明いたします。408ページをお開きください。 

 款１総務費は、1,288万円、13.9％増の１億576万6,000円を計上いたしました。これは隔年で実施

しております被保険者証の一斉更新の経費及び課税等、システム改修費委託料等が増となっておりま

す。 

 続きまして、414ページをお開きください。款２保険給付費は、2,390万2,000円、0.5％増の47億

9,271万円を計上いたしました。これは被保険者数は減少しているものの、１人当たりの保険給付費

がふえていることから微増となっております。 

 続きまして、420ページをお開きください。款３国民健康保険事業費納付金は、東京都から示され

た額を計上しております。予算額は3,846万4,000円、1.6％減の23億8,956万1,000円を計上いたしま

した。 

 続きまして、426ページをお開きください。款５保健事業費は、11万7,000円、0.1％増の１億1,553

万2,000円を計上いたしました。 

 以上が、平成31年度国民健康保険特別会計予算案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

 続きまして、第19号議案平成31年度国立市介護保険特別会計予算案について補足説明をさせていた

だきます。 

 483ページをお開きください。第１条でございますが、歳入歳出予算の総額は、それぞれ57億1,411

万2,000円と定めております。平成30年度と比べ、１億9,220万8,000円、3.5％の増となっております。 

 第２条は歳出予算の流用の規定を定めたものでございます。 

 それでは、まず、歳入の主なものについて御説明いたします。 

 496ページをお開きください。款１保険料は、2,105万9,000円、1.7％減の12億4,424万7,000円を計

上させていただきました。消費税率の引き上げによる低所得者の保険料軽減強化の完全実施に伴う減

額でございます。 

 款３国庫支出金は、4,614万7,000円、4.1％増の11億7,867万円を計上いたしました。主な増額の要

因は、介護給付費負担金の増額によるものでございます。 

 款４支払基金交付金は、5,327万4,000円、3.8％増の14億4,603万5,000円を計上いたしました。介

護給付費交付金の増額が主な要因でございます。 

 款５都支出金は、2,082万2,000円、2.6％増の８億674万9,000円を計上いたしました。介護給付費

負担金の増額が主な要因でございます。 

 款７繰入金は、9,302万4,000円、9.8％増の10億3,830万1,000円を計上いたしました。介護給付費

繰入金、低所得者保険料軽減繰入金、介護給付費準備基金繰入金の増額によるものでございます。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 

 500ページお開きください。款１総務費、826万1,000円、3.3％減の２億4,251万6,000円を計上いた

しました。平成30年度に介護保険べんり帳を作成し、全戸配布が完了したことによる減でございます。 

 次に、506ページ、款２介護給付費は、平成30年度における給付見込みから推計した給付必要額を

もとに算定し、１億6,121万8,000円増の51億9,306万2,000円を計上いたしました。主な内訳は、項１
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介護サービス等諸費で１億5,212万5,000円、３％増の47億2,488万5,000円を計上し、508ページの項

２介護予防サービス等諸費にて、2,091万7,000円、14.2％減の１億2,588万5,000円を計上し、512ペ

ージの項５高額介護サービス等諸費にて、2,787万6,000円、15.9％増の２億353万9,000円を計上いた

しました。これは、平成30年度における給付見込みをもとに認定者数の増加見込み及び消費税率引き

上げの影響を反映したものでございます。 

 次に、518ページ、款５地域支援事業費は、3,845万1,000円増の２億7,332万6,000円を計上いたし

ました。主な要因としては、524ページ、項３介護予防・生活支援サービス事業費で、3,811万5,000

円、31.4％増の１億5,951万8,000円を計上しております。介護予防・日常生活支援総合事業における

サービス事業費の増額によるものでございます。 

 以上が平成31年度国立市介護保険特別会計予算案の概要でございます。よろしく御審査のほどお願

い申し上げます。 

 続きまして、第20号議案平成31年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案について補足説明させて

いただきます。 

 541ページをお開きください。第１条でございますが、歳入歳出予算の総額は、それぞれ17億7,825

万6,000円と定めており、4,136万5,000円、2.4％の増額となっております。 

 それでは、歳入の主なものについて御説明いたします。 

 552ページをお開きください。款１後期高齢者医療保険料は、東京都後期高齢者医療広域連合から

の通知に基づき、260万6,000円、0.3％増の９億1,558万2,000円を計上いたしました。 

 款２繰入金は、3,865万1,000円、５％増の８億1,574万8,000円を計上いたしました。これは、東京

都後期高齢者医療広域連合の通知に基づく歳出の療養給付費負担金等の増に伴うものです。 

 款５国庫支出金は、平成30年度の単年度措置として、法改正に伴うシステム改修費について補助さ

れるため計上しておりましたが、現段階においては予定がないため皆減となっております。 

 款６広域連合補助金は、長寿・健康増進事業費補助金及び歯科健康診査事業費補助金について一般

会計から組み替えを行ったことにより、皆増の316万6,000円を計上いたしました。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 

 554ページをお開きください。款１総務費は、561万4,000円、12.3％減の4,004万円を計上いたしま

した。これは、隔年で実施している被保険者証の一斉更新の経費等が平成31年度では発生しないこと

から減となっております。 

 558ページ、款２保険給付費は、103万円、4.6％増の2,325万円を計上いたしました。 

 560ページ、款３広域連合納付金は歳出の大部分でございますが、東京都後期高齢者医療広域連合

からの通知に基づき、3,448万3,000円、2.2％増の16億3,809万円を計上いたしました。 

 後に562ページ、款４保健事業費は、1,146万6,000円、18.7％増の7,287万4,000円を計上いたし

ました。これは、歯科健診について事業実施主体を東京都後期高齢者医療広域連合とするため、後期

高齢者医療特別会計に組み替えたことによるものです。 

 以上が平成31年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案の概要でございます。御審査のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○【大谷俊樹委員長】 次に、平成31年度国立市下水道事業特別会計予算案について補足説明を求め

ます。都市整備部参事。 

○【江村都市整備部参事】 おはようございます。それでは、第18号議案平成31年度国立市下水道事
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業特別会計予算案について補足説明を申し上げます。 

 それでは、445ページをお開き願います。平成31年度国立市下水道事業特別会計予算の総額は、第

１条でお示しのとおり、歳入歳出それぞれ２億6,965万4,000円、9.2％減の26億4,642万1,000円を計

上いたしました。 

 第２条の地方債でございますが、448ページの第２表の地方債のとおり、２億4,080万円、38.4％減

の３億8,640万円を限度額として計上いたしました。これは、流域下水道、公共下水道建設にかかわ

るものでございまして、主な減額理由といたしましては、資本費平準化債の借り入れ減によるもので

ございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主な内容につきまして、456ページの歳入予算から御説明申し上げます。 

 款１分担金及び負担金、目１下水道受益者負担金でございますが、96万円を計上いたしました。 

 款２使用料及び手数料、目１下水道使用料でございますが、222万4,000円、0.2％減の９億9,079万

6,000円を計上いたしました。 

 款３国庫支出金、目１下水道事業補助金でございますが、3,150万円、57.3％減の2,350万円を計上

いたしました。これは公共下水道ストックマネジメント計画に伴う管路内調査業務、地震対策に伴う

管路施設の耐震診断のほか、マンホールトイレ設置工事に対する国庫補助金でございます。 

 款４都支出金、目１下水道事業補助金でございますが、160万円、58.2％減の115万円を計上いたし

ました。これは国庫補助金と連動する都補助金でございます。 

 款５財産収入、目１利子及び配当金でございますが、下水道事業基金積立等利子として５万円、

86.2％増の10万8,000円を計上いたしました。 

 款６繰入金、目１一般会計繰入金でございますが、832万円、0.8％増の10億9,928万1,000円を計上

いたしました。 

 款８諸収入、目１雑入でございますが、200万円、1.4％減の１億4,394万3,000円を計上いたしまし

た。これは、主に北多摩二号処理区への公共下水道錦町処理区編入に伴う過年度建設負担金及び起債

利子に対する清算金でございます。 

 款９市債、目１下水道債でございますが、先ほど地方債の限度額で御説明したとおり、３億8,640

万円を計上してございます。 

 続きまして、歳出の主な内容について御説明いたします。 

 458ページをお開き願います。款１下水道費、項１下水道管理費、目１下水道総務費でございます

が、1,380万円、5.0％増の２億8,977万8,000円を計上いたしました。増額の主な理由といたしまして

は、東京都水道局へ委託している下水道使用料徴収業務委託の労務単価上昇及び消費税率改正に伴う

システム改修費の増によるものでございます。 

 460ページの目２下水道維持費でございますが、689万4,000円、5.1％増の１億4,237万2,000円を計

上いたしました。増額の主な理由といたしましては、ストックマネジメント計画策定に伴う管きょし

ゅんせつ費の増によるものでございます。 

 462ページの項２下水道建設費、目１下水道建設費でございますが、2,702万4,000円、10.3％減の

２億3,420万円を計上いたしました。減額の主な理由といたしましては、南部中継ポンプ場、長寿命

化計画による改築・更新工事が平成30年度に完了したことによるものでございます。 

 464ページの項３流域下水道費、目１流域下水道費でございますが、2,168万5,000円、4.2％減の４

億9,919万3,000円を計上いたしました。これは流域下水道北多摩二号幹線事業費負担金の減によるも
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のでございます。 

 468ページ、款２公債費、項１公債費、目１元金でございますが、１億9,690万円、14.4％減の11億

6,874万5,000円を計上いたしました。これは起債の償還減によるものでございます。目２利子でござ

いますが、4,478万9,000円、21.3％減の１億6,508万3,000円を計上いたしました。 

 470ページの款３基金積立金、項１基金積立金、目１基金積立金でございますが、１億4,405万円を

計上いたしました。 

 後に480ページをお開き願います。下水道債の平成31年度末現在高の見込みは、68億7,756万

9,000円となっております。 

 以上が、平成31年度国立市下水道事業特別会計予算案の主な内容でございます。御審査のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○【大谷俊樹委員長】 補足説明が終わりました。 

 それでは、各特別会計予算案の歳入歳出を一括して質疑を承ります。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 じゃ、幾つか質問させていただきます。国保のほうで広域化が平成30年度から

始まったと思います。それのメリット、デメリットがあったんじゃないかなと。それを反映した予算

組みになっていると思いますが、まず、そうなっているのかどうか、お伺いいたします。 

○【吉田健康増進課長】 よろしくお願いいたします。平成30年度から国保の都道府県単位化、広域

化が始まりました。メリット、デメリットというところでございますが、まずは、被保険者の皆様に

は大きな混乱を招くことなく、医療機関にかかるときも今までと同様となっております。じゃ、メリ

ットというのは何かというと、やはり予算措置の部分が大きいかと思われます。これまで、医療費に

ついて過去の実績及び急激な医療費の高騰等も危惧しながら、ある程度余裕を持った 終予算を組ま

なければならない。したがいまして、繰入金もそれに基づいて算定されてくることとなっておりまし

た。 

 平成30年度からの広域化では、東京都が算定してまいります事業費納付金ですけれども、平成31年

度予算では平成29年度実績に基づき、そして、直近、平成30年４月から７月までの医療費の伸びを見

て31年度の予算の納付金を算定してまいります。したがいまして、この納付金を納めることによりま

して、その年の急激な医療費の高騰があっても予算措置の必要性がなくなるということで、安定した

予算が組めることになってきております。 

 また、事務面では、まさに今、東京都が各自治体と協議をして事務の効率化、統一化を図るために

基準を策定してきております。資格から給付までについてを統一した形での事務が行えるということ

で、各自治体単位ではなくて、都あるいは国全体での事務の取り組みが可能になってきたかと思われ

ます。 

 デメリットにつきましては、さほど、被保険者の方には特に大きな混乱がないということから、取

り急ぎ、デメリットという部分では見当たらないかなと思っております。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。では、一定の効果が出ていて、予算措置などのことで

かなりメリットがあることがわかりました。 

 また、広域化してやっぱり一番心配されるのが、本当に全てを１つにして、保険料のほうが東京都

と全部画一化していくことが、近々であるのではないかという心配もやっぱり一部あると思うんです

ね。そのあたりはいかがなんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 おっしゃいますとおり、広域化と言うと、保険料を後期のように統一化さ
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れるのではないかということが危惧されているかと思われます。ただ、今現在の国の制度においては、

保険税率、うちで言えば税率になります。均等割額等についても各自治体での設定ということとなっ

ております。また、赤字解消計画、国保財政健全化計画がございますけれども、これに基づいて、各

自治体、歳出赤字繰り入れを見ながらいろいろ取り組んでいる状況もあろうかと思われます。 

 ただ、国立市においては、現段階、納付金も下がっている状況もございましたので、財政当局のほ

うからも、特にこの予算編成については意見をいただくことなく、平成31年度予算が組めたというこ

とになります。 

 ただ、この広域化という裏には、行く行く、まだいつかはわかりませんけれども、統一した、いわ

ゆる保険の一元化といいましょうか、そういったものに取り組む姿勢が裏にはあるというふうになっ

ておりますので、今後、どのような形でそれが進んでいくのかというのは、まだ、現段階、未定の状

態となっております。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。私も、その一元化に関しては、本当に国のほうにも働

きかけたいなと思いますよね。国保を退職された後の方たちで支えているという状況、昔は個人事業

主の方が多くて、納付されている方が多かったのであれですけれども、今はもう社会状況が変わって

いて個人事業者がかなり減っている中で、サラリーマン家庭が多く、その中で、かなり、国保が高齢

者、仕事を終えられた方の保険という位置づけになってきていることから、私は、繰り入れに関して

も仕方がないのかなということは、思わなければいけなくなってきているのかなと思いますね。でき

たら法定内のところでやっていただきたいという思いはありますけれども。ただ、やはりその中で一

元化ということは、研究ですとか、御意見もしていただきたいなと思います。 

 それから、事務など、私、聞いていて思ったのが、逆にデメリットはなくメリットがあって、国立

市の場合は収納率が非常に高いということになっているんですけれども、そのあたりのインセンティ

ブとか、そういったことというのはないのか、お伺いしたいと思います。 

○【吉田健康増進課長】 確かにおっしゃいますとおり、収納率につきましては、納税者の皆様、収

納課の努力等によりまして国立市は高い収納率を誇っております。この収納率につきまして、東京都

内でも都心のほうでは低い、26市のほうでは比較的高い収納率を占めている状況がございます。 

 じゃ、これは公平かどうかということになりますが、納付金の算定の際に、各自治体の収納率が設

定されますので、それに基づいていくと高い収納率を得ている国立市は納付金が下がってくるという

傾向がございます。ただ、都道府県単位化になっておりますので、やはりこの辺を東京都がしっかり

と状況を踏まえ、分析し、そして各自治体への取り組みということで指導していくことが必要ではな

いかと思っております。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 私は介護保険の特別会計のところで質問させていただきたいと思います。ペ

ージ数、503ページ、19の調査等というのがございます。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料

というのが、436万円、今年、予算に計上されておりますが、この調査というのはどのような調査で

しょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。介護予防・日常生活圏域ニーズ調査でございます。これ

は国が定めております３年に一度、要支援認定のついている方、そして、認定のついていない方に対

して行うアンケート調査になっておりまして、前回まで、うちでは75歳以上の方に対象を考えてやっ

ておりましたけれども、今年度につきましては、65歳以上を対象にしてやっていきたいというところ

で、この金額を設計しているところでございます。以上でございます。 
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○【髙柳貴美代委員】 75歳以上だったのが65歳以上に変えられるということなんですけれども、そ

の辺のところにはどのような狙いがあるといいますか、目的がありますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。通常、保険給付にだんだんと近づいていくということで

あれば後期高齢者の方のほうが認定率が高くなってくることがございますので、保険給付等で考えて

いく場合は75歳以上で十分と考えておりましたが、介護保険制度が発足してから、長期間たってまい

りました。そういった中で、比較的元気な方のいらっしゃる前期高齢者の方がどのように推移してい

くのかというのを何とか統計として出せないかという意見が介護保険運協等でも出てまいりまして、

今回、このような形で対象年齢を広げていきたいというところで考えてございます。以上でございま

す。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。やはり早くから、フレイル予防もそうですけれども、

元気なうちから手当てをしていくということで、健康寿命を延ばしていくということで、そのような

方策がとられたということがわかりました。 

 次にまいります。521ページ、任意事業費の中の謝礼のところで、認知症高齢者生活見守り事業謝

礼という新しい予算が480万円ついていて、その先に、525ページのサービス事業費のところで、補助

金、住民主体による支援等補助金という新しい予算が617万円ついております。この予算について教

えてください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。まず、認知症高齢者生活見守り事業のほ

うでございますけれども、こちらのほうは認知症の方の生活支援になります。認知症の方で介護保険

サービスではできない見守り、例えば外出に一緒についていくですとか、お食事を一緒にとられると

か、実際の御自宅での見守り、お話を聞くというようなことを住民の方に行っていただく事業になり

ます。こちらのほうは認知症の方に入っていただくので、認知症の一定の研修を受けていただきたい

というふうに思っております。 

 もう１つの住民主体の支援のほうですけれども、こちらのほうは一般な生活支援、認知症の方に限

らず、要支援の方を中心とした生活支援、これも介護保険サービスではできないことを市民の方々に

お願いしていただくものです。こちらも研修としましては、４時間程度の簡易な研修を受けていただ

きまして、従事していただくということで、こちらは従事していただくときに、団体ということでつ

くっていただいて、そこからサービスを提供していただくというような事業になります。 

○【髙柳貴美代委員】 ありがとうございます。そうしますと、こちらの予算案の概要のところの20

ページにも、命と暮らしを守るというところで、②の認知症高齢者生活見守り事業と３番の新総合事

業における住民主体サービスの拡充ということだと思います。そこの事業概要のところに、②のとこ

ろに、資格を問わず、地域の介護力を活用して、日常生活の見守り支援を行うということと、③のと

ころでは、住民主体の訪問型サービス、通所型サービス、移動支援に関し、その活動に必要な経費に

ついて新たに補助するというふうにございます。 

 今のお答えの中で、この521ページの高齢者の認知症の方の見守りについてはこの予算がついてい

ますけれども、どのぐらいの人数のお手伝いをしていただく方を考えていらっしゃるのかを教えてく

ださい。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 こちらのほうは、まず、初年度ということもございますので、

10名の方へのサービス提供を考えております。 

○【髙柳貴美代委員】 10名の認知症の方へのサービスということで、考えていらっしゃるというこ
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とですね。 

 済みません、何か行ったり来たりで、525ページのほうの住民主体による支援等補助金のほうなん

ですけれども、こちらのほうは研修を受けていただいてというところの補助金だと思うんですけれど

も、あ、そうか、サービスに対する一部の補助金ということで考えていらっしゃると思うんですけど、

これは計算すればわかるんですけど、件数というか、あと、また手伝っていただける住民の方の、大

体このぐらいの人数、今年度は集まっていただきたいなという人数の希望がありましたらば、教えて

ください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 住民主体のほうのサービスなんですけれども、３種類ござい

まして、まず、訪問のサービスです。御自宅に行ってサービス提供をする者に関しましては65人です。

その利用者さんの方を対象として組んでおります。それから、もう１つが通所のサービス、集まれる

場です。そちらのほうは、今現在あります１カ所に加えまして、６カ所を新規で予定しております。

そして、もう１つが訪問のＤというんですけれども、移動支援とか移送のときの前後の支援というと

ころで、こちらのほうは100人程度です。見込んでおります。 

 それと、あともう１つが、従事する市民の方、そちらのほうは簡易な研修の受講者が、今現在、52

名修了しております。ですので、31年度はさらに多くをということで、人数の、何人必ず養成すると

いうようなことは決めてはおりませんけれども、できるだけたくさん受講していただくように考えて

おります。 

○【髙柳貴美代委員】 そうしますと、認知症サポーター養成講座のように、この講習を、簡易で４

時間ということですし、認知症サポーター養成講座を受けていただいていれば２時間ということだっ

たと思うので、31年度におきましては、各所でこのような事業をどんどん行っていっていただきたい

と、講習会を開いていただきたいと思います。知っていただくということが、さらに、認知症サポー

ター養成講座だけじゃなくて、専門的なことが伺えるし、いろいろなことがまた地域とつながってい

くと思いますので、31年度もぜひ行っていただきたいと思います。 

 あと、もう一点お伺いします。527ページの高齢者福祉の、45番、高齢者福祉で、一般高齢者向け

の健康づくり事業委託料というのがございます。30年度は347万3,000円でしたが、31年度は614万

6,000円というふうに、プラス260万円予算がとられております。こちらの事業について、簡単で結構

ですから教えてください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 こちらのほうの事業は、元気な高齢者にかかわらず、どなた

でも参加していただけるような一般介護予防事業になります。今回、31年度に増額させていただいて

いるのは、１つ、通って集ってレッツ・ゴーという福祉会館でやっている新ご近所さんといって、新

たにご近所さんでレッツ・ゴーをふやしたものなんですけれども、今は月曜日に２コースやっている

んですが、非常に需要が高いので１コースふやします。 

 それと、あともう１つが、ご近所さんでレッツ・ゴー、地域でやっている介護予防の取り組みなん

ですけれども、今現在、７カ所、各地域でやっております。これが今までは市の職員と、あと運動指

導員とか理学療法士さん、作業療法士さん等が行って運営をしておりましたけれども、ここ５年にな

るんですが、その中である程度地域づくりというか、３つの自主グループ化もできました。やり方と

してのある程度のノウハウがわかったということで、こちらのほうを委託にさせていただきます。そ

の分、委託で今までのことをやっていただいて、職員のほうがこれからやらなればいけない健康づく

りとの合同でやるような事業ですとか、無関心層というか、なかなか出てこられない方に直接のアプ
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ローチというところに労力のほうを費やさせていただくために、委託のほうにさせていただいたため

の増額でございます。 

○【髙柳貴美代委員】 それはすばらしいことだと思います。ご近所さんでレッツ・ゴーはとても人

気があって、見に行っても、皆さんが張り切ってやってらっしゃるのを何度も拝見いたしました。そ

れに伴って、通って集ってレッツ・ゴーでしたっけ、それを新しくふやされるということも非常に重

要ですし、その中で学ばれた方がそれを受け入れてくださって、委託できるような状況になったとい

うことは、私はそれはすばらしいことだと思います。とにかく、今、行政ではあれですよね、職員さ

んの数も限られていますし、ふやすこともできない。そのような中で、やっぱり地域の力を上げて、

市民の力をもって行っていかなればいけないということが差し迫っておりますので、このような結果

が出たというのは非常にすばらしいことですので、31年度も張り切って、レッツ・ゴーということで、

やっていただきたいと思います。私からは以上です。 

○【石井伸之委員】 それでは、予算書399ページ、国保歳入部分についてお聞きをいたします。国

保制度改革によりまして、平成30年４月１日から、国保の都道府県単位化が施行されました。このこ

とに伴いまして、国民健康保険特別会計の財政運営の責任主体が地方自治体から都道府県となり、国

立市としても、国保特別会計の内容が整理をされました。そこで、補助金について伺います。 

 これまで、納税者の皆様の御理解と収納課の丁寧な対応と努力から、収納率が優秀な保険者に対し

て、都また市の努力、また国及び東京都から補助金が交付されていたかと思います。遠藤議員も触れ

ていたかと思いますが、平成30年の交付見込みとなっている内容及び金額と、平成31年度での予算計

上はどのようになっていますでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 平成30年度からは、国から交付されておりました調整交付金につきまして

は、普通調整交付金分は東京都が算定する納付金算定について、あらかじめ算入されてまいりますの

で、そこで差し引かれ、納付金が示されます。したがいまして、市の国保特別会計への歳入はなくな

りました。特別調整交付金分につきましては、医療費適正化事業等に取り組んでいる地方自治体に対

し評価を行い、新たに交付されることとなりました保険者努力支援分等へと変更となっております。 

 平成30年度の特別調整交付金の見込額となりますが、保険者努力支援分が約2,500万円、保険事業

分、こちらが約1,170万円。内容といたしましては、医療費適正化事業とか健診未受診者対策等に交

付されるものとなっております。 

 収納率優秀保険者に対しては約１億4,230万円、在薬管理事業分約91万円、特定保険指導分、こち

らは保健センターの努力によりまして、保健指導について終了した人数が、割合が高いということで

交付されることとなりました。クレジットの収納分については約40万円。合計で１億8,130万円の予

定となっております。 

 また、31年度予算では、東京都が区市町村の標準保険料税率を算定する際に用いる補助金交付見込

み額というのが示されてまいります。これに基づきまして計上させていただいておりますが、保険者

努力支援分が2,316万4,000円、保険事業分が870万円、収納率優秀保険者分が１億3,182万2,000円と

なって、合計で１億6,368万6,000円を計上しております。 

 なお、平成31年度には発生しない事業、実際に年度が始まり事業実施に基づきます交付分、不確定

分につきましては計上しておりませんので、平成30年度の決算見込みからは多少低い数字となってお

ります。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 大変丁寧な答弁をいただきまして、ありがとうございます。やはりこれだけ市
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の努力によりまして、平成31年度予算額で、合計で１億6,368万6,000円が計上されているとの答弁あ

りました。やはりこれは市の努力だというふうに認識をしております。これだけの高い収納率を維持

していくためにはもちろん、収納課の努力、また、健康増進課のほうの努力、そういったものがあり

まして、実現されたものとかと認識をしております。ぜひとも、この見込みがさらに大きくなるよう

に、努力のほうをお願いをいたします。 

 そこで、平成31年度に向けて新たな取り組み、こういったものについてはどのようなものがござい

ますでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 平成31年度での取り組みでございますが、まずは現状、現在の状況を維持

することが必須となってまいります。具体的には、収納率の維持となりますが、収納率を維持するこ

とによりまして、補助金が約１億3,000万円を得ることができ、一般会計からの繰入金の抑制につな

がってまいります。これまでどおり被保険者の皆様には課税する段階から丁寧な案内を行うことによ

り、納税への御理解と意識を高めていただくことが大切となってまいります。このことによりまして、

収納課へ相談があった場合でも、スムーズな対応ができることと考えております。 

 また、特定健康診査保健指導につきましては、保健センターの努力によりまして、平成29年度から

引き続き、平成30年度でも特定健康指導終了者の割合が良好であったため、得られた補助金の確保が

ございます。また、平成31年度では、平成26年度から実施しております糖尿病性腎症重症化予防事業

につきまして５年が過ぎましたので、過去に参加された被保険者の方について、フォローアップ指導

を行ってまいります。また、生活習慣病治療中断となっている被保険者の方に受診勧奨を行い、重篤

化しないよう周知を努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 答弁いただき、ありがとうございます。やはり一番重要なのは、納税される市

民の皆様の御理解と、あと意識を高めていただくこと、これが一番重要だと思います。特に、やはり

国民皆保険制度、これを維持するにしても、どっちにしてもやはり市民の皆様の御理解と納税の努力、

これを得られたからこそ、こうして我々が安心して医療機関にかかれるということがありますので、

そのあたりのＰＲ、今後とも丁寧にお願いをいたします。 

 続きまして、平成31年度税制改正大綱の改正要望事項の№12の中に、国民健康保険税の課税限度額

の見直し及び低所得者に係る国保税の軽減判定所得の見直し、この中におきまして、課税限度額がさ

らに３万円上がるような案が示されておりますが、この限度額の改定について、国立市としてはどの

ように受けとめられているでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 保険税負担は、負担能力に応じた公平なものである必要性がありますが、

受益との関連におきまして、被保険者の納付意欲に与える影響や制度及び事業の円滑な運営を確保す

る観点から、被保険者の保険税負担に一定の限度を設けることとされております。しかしながら、保

険税負担の上限は引き上げずに、保険税率の引き上げにより、必要な保険税収入を確保するとするな

らば、高所得層の負担と比較し、中低所得層の負担が重くなってまいります。また、一方で、保険税

負担の上限を引き上げることとすれば、高所得層の方により多く御負担をいただくこととなりますが、

中低所得層の被保険者に配慮した保険税設定が可能となります。このようなことから、平成30年10月

にいただきました国立市国民健康保険運営協議会からの答申におきましても、法の施行日からおくれ

ることなく、課税限度額の改定を行えるような体制の構築を強く求められたところでございます。 

 平成30年第４回定例会では、54万円から58万円、医療分の改定を行う改正をさせていただくことと

なりました。ここでさらなる３万円分の改定ということになりますと、単年度で２段階の改定となる
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ことから、１年おくれの改定とさせていただきたいと考えてございます。平成31年度では、３万円の

引き上げを26市中、既に18市が３万円の引き上げを行うというような予定となっております。このよ

うなことから、国立市では専決処分ではなく、定例会のほうに改正案を提案させていただき、御審議、

御審査をいただいて、法施行日に合わせた形で改正ができるよう、取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 わかりました。市の方針は了解をいたしました。確かに単年度で２回、課税限

度額が上がるというのは、さすがにやはり厳しい部分があります。そういった中で、恐らく市として

の今の方針になったかと思います。ただ、課税超過世帯の割合を1.5％に近づけるようにということ

が、今、言われている部分もあります。そういった中で、平成30年の第４回定例会におきまして、こ

の課税超過世帯の割合が、以前は2.33％だったところが0.21％減少して、2.11％になったという答弁

もいただいております。そういった中で、1.5％に近づけるための努力、また今後ともお願いをした

いというふうに認識をしております。 

 そうした中で、やはり、今まで答弁いただいた中で、収納率の向上というものが、これは非常に大

きなウエートを占めると思います。特に、東京都において、今、一元化されている状況を考えますと、

東京都全体での収納率向上、特にやはり26市それぞれ、自助努力の中でしっかりと収納率を上げてい

くノウハウ、これを各市つかんでいると思います。そういった中で、しっかりとそういったノウハウ

を東京都全体で一元化させるためにも、23区に対してやっぱり26市でこれだけ努力をしているんだか

ら、26市もやはり同じレベルに収納率を引き上げる中で、東京都全体での収納率向上、アップにつな

げていっていただきたいと思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 平成30年度から、先ほど来、出ています国保都道府県単位化が施行されま

した。東京都も保険者となったことから、やはり今度は都道府県単位ということになってまいります

ので、やはり収納率というのはそれぞれの自治体がよければいいということではなくて、東京都全体

でやはり上げていく必要性は、これが必須になってくると私も思っております。したがいまして、東

京都が、先ほどお答えしたかもしれないんですが、やはり、そこら辺の、各自治体、区市町村の分析

を行った上で、どのような取り組みが有効であるのか、例えば国立市のほうの方針とかを見ていただ

いて、ともにどこかの会議でそういったものをもって、向上に努めていくとかいう形が必要になって

くるかと思います。したがいまして、東京都のほうがまず取りまとめを行いまして、都内全体での収

納率向上に努めていかなくてはいけないというふうに考えております。以上でございます。 

○【石井伸之委員】 ぜひその努力をお願いします。私は、できれば23区全体で、国保における収納

率向上一大プロジェクトみたいなものを立ち上げる中で、しっかりと26市と同等の国保の収納率アッ

プに向けて、努力をお願いいたします。 

 そして、続きまして、下水道会計、461ページ、維持管理費にあります１億4,196万3,000円、そこ

の部分にかかわるところにつきまして、質疑をさせていただきます。 

 特に、やはり臭気対策等下水道管渠の維持管理に向けてなんですけども、ここにつきましては、飲

食店さんに受けるグリーストラップ清掃が一番重要だというふうに認識をしております。グリースト

ラップというのは、下水道に直接、食用油や食物の脂肪、残飯、下処理の際の野菜くずなどが下水道

に直接流入することを防ぐ阻集器の一種でありまして、グリーストラップは定期的に清掃をする必要

があります。 

 そこで、各飲食店に対するグリーストラップの清掃や衛生管理については、どのように対応をされ
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ていますでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 御質問のグリーストラップについてでございますけれども、市のほうの働き

かけといたしましては、主にホームページと、あと市報、それとあと、主にはホームページと市報に

よって、清掃等の、適切な設置と適切な清掃についてお願いをしているところでございます。もとも

とグリーストラップの設置につきましては、国立市の排水設備要綱と建築基準法のほうで義務づけ、

設置を義務づけられているところでございますので、皆様に、飲食店の方々には適切な維持管理をし

ていただくために努めてまいります。 

 また、平成31年の２月の12日になるんですけれども、旭通り商店街様の御依頼によりまして、こち

らが臭気の原因とビルピットの問題、それとグリーストラップの重要性ということで、わくわく塾を

開いていただきたいということがございましたので、商店街の飲食店様と、あとビルのオーナー様を

対象で、わくわく塾をさせていただいたところでございます。以上です。 

○【石井伸之委員】 地道な取り組みをいただき、ありがとうございます。旭通り商店街さんでのそ

ういったわくわく塾、ぜひともほかの商店会、商店街さんにも広げていっていただきたいと思います。 

 私も現場監督をやりながら内装工事等に携わりますと、グリーストラップのふたのところにシンク

であったり、什器の足がかかっていて、どう考えても開けられないだろうというような状況を何度も

見ておりました。そこを、やはり開けてみますと、とても言葉に表現できない、そんな状況になって

おりまして、そうすればその後の本管がどのような状態になっているか、想像どおりの状態であった

ということを何度も体験をしております。 

 そこで、結局、やはり下水道の長寿命化ということを御理解、御納得いただくためにも、やはり各

個人、もちろん商店の皆様の御力と理解が得られなければ、結局、幾ら頑張っても、残念ながら、そ

ういった臭気が漏れてしまうという状況が続いております。特に、やはり国立駅におりたときに、や

はり桜であったり、花であったり、いろいろな香りが漂う国立駅がよいのか、それとも、下水道から

臭気が上がる国立駅がよいのか、それを考えれば、どう考えても、レモンの香り漂うすばらしい国立

駅周辺になったほうが私はすばらしいと思いますので、そういった臭気対策、特に高槻市役所のホー

ムページを見ますと、このグリーストラップの適切な使用であったり、また清掃方法、これを丁寧に

わかりやすく書いてあるんですが、そういったものもまねをする中で、グリーストラップの適切な運

用に向けてホームページ等で紹介をしていく、そういった方法についてはいかがお考えでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 私も高槻市のを見ました。それで、確かにすごくわかりやすい絵をもって御

説明をされているので、誰が見ても非常にわかりやすいような説明になってございました。また、う

ちの国立市としましても、市報に載せるときは簡単な絵を、小さなものなんですが簡単な絵を載せて

ございますが、ホームページのほうにはわかりやすい絵みたいなものを載せてございませんので、今

後、わかりやすい、なお一層わかりやすいようにするように絵を載せるとか、そういうものを検討さ

せていただきたいと思いますので。はい。以上です。 

○【石井伸之委員】 ありがとうございます。私、本当に高槻市の、そこを国立市って変えて、その

ままお借りしてもいいんじゃないかなというふうに考えておりますので、許可をいただいて借用して

もよいのかなって考えておりますので、努力をお願いいたします。 

 そして、やはり下水道は、もう流してしまえばそれで終わりというのではなくて、やはり地球環境

を考えれば、汚水を流す側の責任、これをしっかりとアピールすることで、下水道の維持管理に向け

て努力のほうをお願いをいたします。 
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 そこで、大和議長になって、何日が下水道の日なのかなと調べてみましたら、９月10日が下水道の

日に当たるそうです。なぜかと言いますと、９月10日というのは立春から数えて222日目に当たり、

昔は二百二十日と呼ばれて、大きな台風が来る日というふうにされていました。大雨に備える特別な

日の１つだったそうです。そういった中から、今後、９月10日に下水道の日ということに向けて、ま

た、さらなる下水道を守る取り組み、ぜひともお願いをいたしまして、質疑を終わります。 

○【大谷俊樹委員長】 質疑の途中ですが、ここで休憩といたします。 

午前１０時５６分休憩 

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

午前１１時１４分再開 

○【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行します。青木健委員。 

○【青木 健委員】 それでは、質疑をさせていただきますけれども、きょうはあの日と同じ特別会

計なんですね。２時46分でしたので、もうあと何人かで終わるということだったんですけれども、議

会も尋常な揺れではないということで短縮したのを思い出しました。この裏の五小側にある太い木が

物すごく揺れていたのを思い出すと、本当にひどい災害だったんだなということを改めて考えさせら

れるわけです。 

 それでは、まず、国保についてお伺いさせていただきたいと思いますけど、先ほど、私どもの遠藤

委員のほうからも一元化の問題が出ておりましたけれども、これは以前から会長会において出されて

おりました。これは国保会計だけではなくて、他の協会けんぽであるとか組合健保、それから、各種

の共済組合も含めて、国による一元化ということが望ましいということで、私が会長のときは、会長

会としても、これは要請行動をやっていたんですけど、現在もこれについては行われているんでしょ

うか。今はこれは市長会なのかな。 

○【吉田健康増進課長】 保険の一元化につきまして、まず、市長会のほうで出させていただいて、

それが上のほうに行って全国市長会、そして国のほうに一元化について要望が出されているという状

況でございます。 

○【青木 健委員】 本来的に言うならば、住む地域によって税が違うということについて、これは

問題があるということでありますので、ぜひ一元化ということについては、これからもやっていただ

きたいというふうに思います。 

 そうしますと、東京都、都道府県による広域化になったわけなんですけど、広域化のときに問題視

されたのが、23区と３多摩26市における保険税率、料率もそうですけど、この額の違いですよね。一

時は23区並みに、３多摩26市が引き上げられるというような話があったやに思うんですけれども、こ

れについては、今はどうなっているんですか。 

○【吉田健康増進課長】 国保都道府県一体化になりまして、当初、そのようなことも危惧されてい

た内容がございました。ただ、保険税率、料率につきましては、各自治体の状況、医療費であったり、

１人当たり所得であったり、計数が異なってまいります。このようなこと、あと、収納率が大きな問

題を占めております。全国でも何県かは統一した保険料率、税率を設定するというところもございま

すが、ほとんどの市が各自治体で条例を定めて、それに基づいて税率、均等割額を定めるということ

になっております。 

 したがいまして、納付金に対して標準保険税率料率というのは示されてきますが、あくまでも、こ
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れは見える化の目安ということになりますので、現段階では強制的なことはございませんで、各自治

体の条例において定めるという形となっております。 

○【青木 健委員】 先ほど、石井委員も言っておりましたけど、23区は非常に高いです、正直言っ

て。高いがゆえに収納率が低くなっているわけです。これは税を上げれば収納率が下がるというのは

当たり前のことでありますので、当市は皆さんの御尽力によって、大変高い収納率を維持できている

わけです。現行の税の額で納められているからだと思いますので、その辺については、今後も御尽力

をお願いさせていただきたいというふうに思います。 

 それと、広域化するに当たって、目的の１つだったのが、サービスの充実です。保健機能の強化と、

これは相反するものなんです。サービスの充実というのは医療の充実になりますので、医療が充実す

る、それは給付費が増えるということになる。それに対して、保険者機能の強化ということになって、

これはどちらかといえば、給付の抑制になってくるわけです。相反するものがあるんですけど、これ

について、平成31年度の予算ではどのような対応を当局はされているんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 医療の給付につきましては、これは国のほうで定められておりますので、

広域化になったら、今まで市町村単位での高額療養費だったものが、今度は都道府県単位、東京都内

他の自治体の分も含めての高額療養費の給付が受けられるということとなっております。 

 また、サービスの部分ですけれども、国立市の平成31年度予算につきましては、医療費の抑制とい

うか、医療費適正化、重篤化しないための委託料ということで民間委託を活用して、今もこれまでど

おり、糖尿病、成人病、重症化予防であったり、またさらに今回はフォローアップを入れさせていた

だくという形で組ませていただいております。また、受診の中断者の方についても、特定健康診査の

データを見ながら、データをぶつけさせていただきまして、治療中断されている方には治療にかかっ

てくださいと。重篤化しないように気をつけてくださいということで注意喚起を促していただいて、

健康管理のほうの意識を持っていただきたいというふうに考えております。こちらが平成31年度で新

たに入れさせていただいている内容となっております。以上でございます。 

○【青木 健委員】 そうしますと、それらのことを行われているということの結果が予算書で見る

ところの、予算書の406ページにありますけれども、一般会計からの繰入金が10億を切った額になっ

ているということにあらわれていると理解をしてよろしいんでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 平成31年度予算については、まず、大きなところは先ほど触れさせていた

だきました、都の補助金二合分ということで、収納率の向上分、こちらについて、今まで不確定だっ

たので計上できなかったんですが、ここで納付金の算定に基づいて額が示されておりますので、それ

がまず6,000万強計上できていることがございます。あとは、繰入金につきましては、保険事業部に

ついては、解消する繰入金ではないということがございますので、その分は差し引かせていただいて

おります。また、予算書の429ページのほうに保険事業費を載せさせていただいておりますが、前年

度並みよりちょっと低くなっておりますけれども、残薬管理の事業は平成30年度で計上して終わって

おりますので、そのような差し引きでの予算計上となっております。 

 また、医療費適正化につきましては、効果額を期待して委託料を組ませていただいているという状

況でございます。以上でございます。 

○【青木 健委員】 わかりました。ありがとうございます。そうしますと、今、言われた医療費の

適正化のことなんですけど、広域化によって、これはレセプトがたしかなくなったんです。広域化じ

ゃなかったっけ、レセプトがなくなったのは。レセプトがなくなったことによって、そのとき心配し
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たのは、セカンドオピニオンではなくて二重診療の問題だったり、その辺の把握ができなくなるんじ

ゃないかということについて心配したんですけど、それはレセプト点検をしなくてもきちんと把握で

きているということで理解してよろしいんですか。 

○【吉田健康増進課長】 診療報酬明細、レセプトにつきましては、各保険者ごとで把握することが

可能となっております。こちらの点検につきましては、現在、国立の場合は国民健康保険団体連合会

に委託して、すぐに審査ができるようになっておりますので、そちらで把握をする。重複受診につい

ても、市のほうでこちらの事業に取り組ませていただいておりますので、そのような点検もできるか

なというふうに考えております。 

○【青木 健委員】 それの効果額というのはわかりますか。難しいですか。 

○【吉田健康増進課長】 平成29年度の実績になってしまうんですが、１人当たりの効果額というの

が1,176円という形で、今、連合会のほうから報告を受けておりますので、26市中でいきますと14位

ということで、かなりその年によって診療内容、医療点数が落ちたりというのはばらつきがございま

すので、これは一概に高いからいいとは言えないと思います。正しい診療がなされていればレセプト

点検では引っかからない。間違った診療があるからこそ効果額が出ているというものですので、どち

らがいいとはお答えしづらい部分がございます。 

○【青木 健委員】 済みません、難しい点をお答えいただいてありがとうございます。かなり適正

な運用に向けて御尽力されているというのが今の一連の質疑でわかりましたので、今後ともその努力

を続けていただきたいと。また、保険の二重払いの問題というのは、一般のサラリーマンの方は共済

でやられている方たちから見れば、二重払いについては、これはシステム上、制度上しようがないこ

となんですけど、それを抑えるということについては、これは行政の、保険者の責任にもなってくる

と思いますので、その辺の努力もお願いしたいと思います。 

 それでは、下水についてお伺いしたいんですけど、465ページ、公共下水道立川市共同施行分負担

金、二号の処理場へも立川錦からの編入があるわけなんですけど、この流入のルートが当初のルート

と変更になりまして、住宅地の中を通ってくるルートになりました。これについて、地元の住民から

は非常に不安の声が上がっているわけなんですけど、その辺に対する対応というのはどのようになっ

ているんでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 錦の編入に伴います公共下水道のルートなんですけれども、一部、甲州街道

から３・３・15号線を下りまして、中央高速を過ぎたところで、上の下遊園という公園があるんです

けれども、そこを左に曲げて、住宅地の道路の下を通すような形の計画となってございます。その件

につきまして、12月、地元の説明会をさせていただいたんですけれども、たまたまお住まいになって

いる方々が御都合が悪くて御出席できなかったものですから、その後、お住まいになっている方々か

ら御質問がいろいろ来てございます。その質問に対しましては、今、私どもと施工者である立川市の

下水道といろいろ協議をさせていただきました。質問状をいただいてございますので、その質問状に

対する回答を今、作成中でございます。作成が終わりましたら、住民の方々のほうに御説明をさせて

いただきたいと思ってございます。以上です。 

○【青木 健委員】 立川が施工主体でありますので、そちらのほうできちんと対応していただくと

いうことになるわけなんですけれども、しかし、住民の不安というのは、自分の家の下、道路といっ

ても、あそこはもう地続きの道路になりますので、そこの下を管渠が埋設されることによって、例え

ば、地盤沈下であるとかということが起こったら、どのように保証されるんだろうということについ
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て、一番不安を持たれているわけなんですよ。例えば、保証が10年ですよ、20年ですよなんていうよ

うでは、これは住民の理解は多分得られないだろうというふうに思いますけど、何か起こったときの

保証ということについては、どのようになっているんですか。 

○【蛯谷下水道課長】 もし何か起こった場合の保証なんですけれども、まず、施工する前に工事の

中で宅地の建物の調査をさせていただきます。施工前にその調査をやって、施工後、再度調査を行い

まして、施工前の状況と変わっているところがあるか、影響が出ているところがあるかどうかを確認

させていただきまして、その工事が原因であるとはっきりわかったもの、破損ですとかというものに

つきましては、保証させていただくということで事業を進めてまいります。以上です。 

○【青木 健委員】 宅地内における地盤の調査ということ自体も、これは不安をあおるというのか、

そういう原因の１つになっているんです。というのは、土地が大丈夫だと、行政側が確信を持ってい

ないから調査をするんじゃないかというふうな見方をされるわけなんです。今後の保証の問題なんで

すけれども、住民が言うには、自分の代じゃなくて子供の代とかという代においても、未来永劫とい

う言い方でもいいのかな、何かあったときには保証してほしいということを言われておりますけれど

も、そういう対応はできるんですか。 

○【蛯谷下水道課長】 保証の期間というのは確認はしていないんですけれども、それが10年、20年

という期間が限られているかどうかというのは、今、不明でございます。それは後ほど確認させてい

ただきたいと思いますけれども、基本的にシールド工事のルートもそうなんですけど、住宅街のとこ

ろですと、深さ11メートルほど土被りがございまして、固い地盤のところをシールドで掘削してまい

りますので、影響が出るか、出ないか、100％平気かということは、それは100％というのはまず、ご

ざいませんので、深い分、それほど心配はないのかなと思いますが、今後、いろいろな影響が出た場

合には、誠意を持って対応させていただきたいと思います。 

○【青木 健委員】 私も調べてみましたが、管渠の口径からいって、ほかでこの工事による地盤沈

下というようなことは起こっていないように思いますけど、ただ、そういう不安を持たれているとい

うのは事実ですので、その辺は誠意を持って対応していただきたいと思います。以上です。 

○【住友珠美委員】 よろしくお願いします。きょうは介護特会からやらせていただきます。現在、

利用率が本当に伸びゆく介護保険制度をきちんと維持しながら、在宅介護、看護に対して、国立市で

は今後、どのように進んでいくのか、これをどういった柱として据えていきたいと思うんです。これ

を伺っていきたいと思うんです。まず、予算特別委員会資料№９でございます。これを見ますと、国

立市の介護度別、そして、所得段階別人数が出ておりますけれども、要介護１から５までの非課税世

帯の人数では計算しましたところ、1,739名いらっしゃいます。さらに、課税世帯を含めますと、

2,410名になります。このうち、要介護３以上の、いわゆる中度、重度と言われている介護者の人数

は1,081名になっておりますけれども、このうち要介護３以上で在宅介護を受けられている方の人数、

この辺はわかりますでしょうか。おおよそでも構いませんので、お答えいただけますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。在宅で介護を受けられて、要介護３以上の方ということ

なんですが、ずばりの正確な数値というのは統計上はないのでございますが、在宅で介護保険を使う

場合に、ケアマネジャーさんのお世話になるというところで、ケアマネジャーさんに対する報酬とい

うことでは要介護３以上の方のケアマネジャーさんに対する報酬は１カ月間で、これは平成30年11月

の月報でございますけれども、431名の方が算定されておりますので、その数字に近い形の方が在宅

で利用されているんだと考えております。以上です。 
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○【住友珠美委員】 ありがとうございます。これは昨年度も伺ったところ、やっぱり460名か70名

いらっしゃるということで、結果から考えますと、ある一定量の在宅介護者人数、要介護３以上とい

うことですから、いわゆる中度、重度の方は変わらずいるのかなということが結果として出てくるか

なと思いました。私は、今後、在宅介護を受けられる人数が今後はどのように変わっていくのか、そ

の辺の分析というのはされていらっしゃるでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 在宅で介護を受けられる方の推計ということでございますが、母集団と

しての高齢者数、そして後期高齢者の人数も今後、増えていくというふうに見込まれておりますので、

そういった意味では在宅で介護を受けられる方というのも増加していく傾向かと推計しております。 

 以上でございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。今、課長の御答弁でも、今後、在宅での介護は増加が

見込まれるんじゃないかということですけれども、実態調査を行う中で、どのような状態で介護が行

われているのかということ、または介護の担い手に対する課題、こういったことというのは細かく調

べていく必要性があるということで、昨年度もそのことに対して要望いたしました。実態調査をきち

んと行うことはできないかということで。そのときの御答弁でも在宅介護者実態調査といったことを

実施されたと聞きましたけれども、まだその段階では分析に至っていなかったということで、お話が

聞いていなかったんですけれども、その後、この分析はどういうふうに結論が出たのか、この辺に対

して、結論からさらに今後どうしていくのか、市の考えているところ、この辺を伺いたいと思います

けれども、お願いします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えいたします。今、御質問いただきました在宅介護者実態調査でご

ざいますが、要介護認定等を受けていらっしゃる方に対して、実際にどのように御自宅で介護が行わ

れているかと調査するというところで、厚生労働省から調査票等を示され、国立市でも平成29年に実

施してございます。郵送によるアンケート調査で、450名強の方、これは介護保険の更新のタイミン

グで郵便を送らせていただいたんですが、454名の方に郵便を送って、回収されたのが271名の方でご

ざいました。 

 その内容を分析していった際には、世帯類型としては単身、あるいは、夫婦のみ世帯という方が合

計で61％ほどと過半数を占め、そして、実際に介護に当たられる方は配偶者、もしくはお子様です。

配偶者の方がアンケート上では32.9％、子供の方が主介護者であるというのが55.1％ということで、

主にその年代は50代から70代まで、一般的に親御さんを介護するときの、普通に典型的に考えられる

ケースがそのまま出てきているというふうに考えてございます。 

 そして、介護の専門的なケアは介護保険を利用できるので、主に行っている介護としては、食事の

準備や掃除、洗濯、買い物等の家事の部分、それから金銭管理等についての必要な手続、そして、外

出の付き添いや送迎等が多いといったところで出ております。そして、実際に介護されている御家族

の方が仕事をやめたというようなアンケートは全体で8.4％、やめなかったというアンケートは

59.9％と出てございます。 

 そして、実際に介護を行っていく中で、充実が必要な支援、サービスは何ですかという質問に対し

ては、一番多かったのは特になしが25.3％、その次が移送を行うサービスが21.9％、そして、配食サ

ービスが20.1％となってございます。実際に介護保険サービスを利用されている方は58.4％とおよそ

６割の方が介護保険を利用していただき、介護保険を利用されていない方については、なぜ利用しな

いのかという質問を行ったところ、現状ではサービスを利用するほどの状態ではないという形で回答
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されている方が40％だったというところでございます。 

 総じて、一般的に私自身も親の介護に従事した、支援したことはあるんですが、皆様、仕事を持ち

ながら、介護保険を使いながら、できる範囲内で何とか介護を行っているという方が多いというふう

に捉えております。今後、充実が必要だというふうなリクエスト、アンケート等があった部分につい

ては、今後、どうしていくかというところでは、平成31年度予算では、移送型サービスを新総合事業

に位置づけることができないかというところで、現在、事業者さんとも折衝しているところでござい

ますけれども、おおむね、今現在、私どもが捉えている状況と大きな差異はなかったのではないかと

考えてございます。以上でございます。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。すごい丁寧な分析をされていて、とてもよかったと思

います。今、聞いた中では、６割が要介護３以上ですから、介護保険を使っていらっしゃるのは当然

かなというふうに思うんですけど、ただ、４割の方が使わない中、やっていらっしゃるということで、

そういったところの分析も今後していただけたらなとも思うんです。ただ、そうしますと、御近所さ

んの力、先ほどのご近所さんでレッツ・ゴーじゃないんですけど、そういったところにも通っていた

だくとか、いろいろ手があるのかなというふうに思います。 

 きょうは分析がすごくよかったなと思いました。あと、人生の 終段階をどう迎えるか、私は「在

宅看取りの現場から考える」と題したシンポジウム、先日、土曜日参加させてもらいました。市長も

参加されたシンポジウムでございますが……（「主催者です」と呼ぶ者あり） 

 主催者、参加とか言っちゃって申しわけないです。ケアタウン小平クリニック院長先生の山崎章郎

先生が話された中で、私はすごく印象に残ったのが、24時間体制を支える介護、看護、チームがあれ

ば、 後の 後まで在宅ケアを行っていくことが可能である、こう語られていたのがすごく希望を持

つようになりまして、私、以前から国立市は他市に先駆けて、総合的にチーム体制を組んで、支援し

ていく体制を構築しよう、これに力を入れて、そこは評価できるところだなと思うんです。さらに、

本当はこれは24時間、介護、看護体制のシステム構築に力を入れるべきじゃないかなと思うんですけ

ど、その点に対しては、今後、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。国立市は在宅療養推進連絡協議会という

ものを平成23年度から立ち上げまして、在宅で御希望のある方は 後まで国立市で住むことができる

まちということを目指してまいりました。今現在も24時間対応ということでは、在宅療養支援診療所

を７カ所、訪問看護ステーションを６カ所、訪看については24時間全て６カ所ともやってくださる施

設がございます。そこが連携することが非常に大事だということと、あと、国立市はそこに市民が入

るというところがこれから課題になってくるということで、そのような体制づくりを努めてまいりた

いというふうに思っております。 

 そこに必ず忘れてはいけないところが、本人の意志と家族の心構えということで、昨日、３月９日

の当事者の御家族のお話でも、すごく介護が大変だったというお話がございました。そういったこと

ですとか、あと、もう１人の方は地域が一緒になって産まれてから 後、看取るまでというお話もさ

れましたので、本当に地域ぐるみでやっていきたいと思っております。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。今、課長がおっしゃったように、私もお二人の方、お

一人は、佐藤前市長の御家族の方がお話ししてくださって、地域が支えてくれた、地域のおかげで

後の 後まで仕事ができたことに感謝をいたしたいということをおっしゃっておりました。それと、

もう１人おっしゃっていた方が在宅のみとりの仕方に対して、とても大変だった。なので、どういう
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ふうにそこをフォローしていくのかが今後の課題だなと思っております。私からは以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 それでは、国保のほうでいきたいと思います。予算書407ページの繰入金、

よく赤字繰入金といってすごく悪者にされてきたような気がするんですけれども、この法定内繰入金

は別として、法定外の赤字繰入金と言われる予算額、毎年ずっとこの間は減っているんです。4.5億

円ぐらい値上げしたというのもあると思うんですけれども、前年よりさらに減って、今回、５億

3,000万と。市が以前目標としていた額が６億円なので、それをずっと割っているわけです。この要

因をどのように分析しているのか、簡単にお願いいたします。 

○【吉田健康増進課長】 平成30年度当初予算からは赤字繰入部分については、2,400万円強減少し

ております。こちらにつきましては、近年の被保険者数の減少により、保険税収入が減少する一方、

相対として医療費が落ちてきている部分が大きいと思います。また、平成31年度予算におきましては、

先ほど来お答えしています。収納率優秀保険者に対して、都の補助金、都繰入金（２号分）というの

が、納付金号算定の際に示されておりますので、それが6,000万ほど計上することができたというと

ころで、こちらが減少しているというふうに分析しております。 

○【尾張美也子委員】 ありがとうございます。医療費が落ちている、加入者が減った、それから、

補助金が多く来たということですね。法定外繰入金、予算特別委員会資料№33の26市の繰入金を見る

と、29年度で既にその他、つまり法定外繰入金が５億3,129万7,000円で、26市中23位で少ないほうか

ら４番目なんです。一般会計に占める割合も1.8％で19位となっています。29年度で、既に５億3,000

万で、それから国保加入者も減り続けている中、これよりも実際は低くなる可能性があると見ている

んでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 実際には、平成30年度決算を迎えて、どのような結果が出るかというとこ

ろをまず分析したいと思っております。ただし、今後、さらなる被用者保険の適用拡大が現在、検討

されております。そうすれば被保険者数というのは圧倒的にまた減少する見込みがあるのかなと。そ

れに伴って、医療費相対がどれだけ落ちてくるか。これが平成28年度改定させていただいたときに全

く見込めなかった部分がございますので、ただ、このような状況から踏まえますと、大幅に減少する

のか、もしくはしないのかという部分については、それほど増減の要素が余り見込まれないのかなと

いうふうには思っておりますが、こちらも迎えてみないとわからないという部分がございますので、

まずは決算をしっかり見ていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 わからないというのがお答えだと思うんですが、平成30年度も途中で補正が

あって、繰入金を減額されていますよね。こういうことで、目標よりずっと減っていることだし、

1,000万ちょっとで子供の均等割の減免ってできるんです。ことしから始める自治体も入れて、多摩

地域では多分５市だと思うんですが、均等割減免を行っていますが、どの自治体か、自治体名だけを

教えてください。 

○【吉田健康増進課長】 平成30年度までに実施しておりましたのが、昭島市、東大和市、清瀬市に

なります。実際に、平成31年度からは武蔵村山市、あきる野市ということで５市が実施ということに

なっております。 

○【尾張美也子委員】 昭島市、類団市もやっているんです。これについて、私はこれまで2015年12

月議会、2016年３月議会、2018年３月議会、そして、この回の議会と４回取り上げてきたんですが、

国待ちの御答弁で、 初取り上げるときに調べましたら、実際に、数年前より国が動くのを待てない

ということで、全国の自治体では東大和市のほか、兵庫県の川西市とか、横浜や名古屋などで減免を
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実施していたんですね。国立市も子育て支援を重点施策とするならば、これは国は適切でないといっ

た御答弁が今回の一般質問であったんですが、国がやる気ないなら、国に先駆けて自治体として行動

をするときじゃないかなと思うんですよ。多摩26市が前部やってから、後でやるのではもう遅いと思

うし、まだ５市のうちに国立もやるよって声を上げていくことが大切かなと思うんですね。 

 繰入金もそこまで圧迫をしてきていない状況ですし、目標の６億よりも減ってきましたし、高額納

税者の限度額も少し上げられて、その分を振りかえるなど、いろいろ工夫ができる。これは国立市だ

からこそできる子育て支援の１つとして、税金を国保の子供たちだけにかかっている国保税をみんな

で助け合おうよという感じの意味で、国立もぜひ国に申し入れるの答弁しか今までないんですが、私

にとっては 後の予算委員会の質問なので、市長にその辺をお願いできないかと思って聞きたいんで

すが、いかがでしょうか。その辺の考えは全然ないんでしょうか。 

○【永見市長】 これは、この間も再三申し上げていると思います。私自身もかなり矛盾があるなと、

ほかの医療保険制度と比べると、国保固有の制度で負担が大きいなということは十分認識をしており

ます。一方で、私自身、先ほどから国保制度がこれでどんどん、どんどん軽くなっていくんじゃない

かというようなイメージで捉えられているように思いますけど、私自身はもう少し厳しい見方をして

おります。それは、どんどん今、被保険者は減っていますけど、団塊の世代が全て75歳になる2025年

問題ということを考えると、圧倒的多数の国保加入者が後期高齢の医療へ移行すると。そうすると、

大幅に被保険者が減ると。一方で、高齢者の医療への支援金が大幅に増えていくという構造的な問題

があります。ですから、これは本当に注意深く、国保制度というのは見ていかなければいけないんだ

ろうなというふうに思っています。 

 そういう中において、この問題というのは非常に矛盾があります。今すぐやれという御主張で、こ

れは御主張として承りますけれども、私としては、もう少し国全体で、そういう矛盾を解決するよう

な方向の努力をさせていただきたいなと思っております。 

○【尾張美也子委員】 国が変わってもらわなきゃいけないのは当然なんですが、そこまでの間でも、

少しでも子供にかかる部分だけでも減免をお願いしたいと思います。 

 ちょっと視点を変えまして、今度は同じ407ページの特別交付金、国立は収納率が非常に高いとい

うことで、先ほどのほかの議員の質疑でも１億6,000万入ってきていますよということがありました

が、市として本当に努力しているし、市民がきちんと納めてくれている方が多いと、市民の努力のポ

イント付加だと思うんですけれども、この中に、例えば差し押さえ件数が多いことによる交付金とい

うのも入っているんでしょうか。入っていれば、金額を教えてください。 

○【吉田健康増進課長】 こちらは以前から委員さんのほうから御質疑いただいているかと思います。

確かに滞納処分に対する補助金ということで、補助項目がございます。結果として受けられている部

分がありますが、確かにこちらは平成30年度から交付基準が削除されてきています。ただ、30年度に

ついては経過措置として、実際に交付されて1,500万円、国立市のほうには歳入として入ってきてお

ります。以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 差し押さえ、滞納処分が多いほどもらうというのも、何かちょっと嫌な感じ

がするので、削除されてきているということは、そこで頑張れよということじゃないというふうにと

りたいと思います。それで、予算特別委員会資料№35の差し押さえの所得別件数を、これは毎年 近

は出してもらっているんですが、常にいつでも所得100万円未満が多くて38％、200万円未満を含める

と50％を超えるんですが、おおよそ所得に余裕があるとは思えない方の差し押さえが多いということ、
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そして、その内訳も預金を差し押さえるのが７割で、昨年もらったのよりも増えているんです。 

 この資料で示された、30年12月現在、差し押さえで収納された総額と不納欠損になった件数と総額

をお願いします。 

○【矢吹収納課長】 差し押さえにかかる滞納税額なんですが、本税分が3,612万6,661円でございま

す。不納欠損した件数と額なんですが、これはまだ年度の途中でございますので、いつも年度末に不

納欠損の処理をいたしますので、今現在ではゼロ件ということでございます。以上です。 

○【尾張美也子委員】 じゃあ、滞納された額が3,612万で、それを差し押さえた額になっているん

ですか。それとはまた別なんですか。ここに載っている差し押さえた総額というのとは違うんですか。 

○【矢吹収納課長】 差し押さえ額ではなくて、先ほど申し上げましたのは、差し押さえにかかる滞

納税額になります。差し押さえた額そのものについては、これは途中では出ない。例えば、生命保険

の解約返戻金とか解約してみないことにはその額というのは出てきませんので、また、不動産なんか

も売って初めて額が出てきますので、そういった額は出てきません。先ほどのはあくまでも差し押さ

えにかかる滞納税額の総額です。以上です。 

○【尾張美也子委員】 件数は出ているけれども、差し押さえ額は出てこないということなんですね。

それはまた決算のときになると思います。 

 今、裁判が宮城県のほうで行われていて、10万に満たない給料が入っているのを、入った日にすぐ

当日差し押さえて、その方が生活できなかったということで、弁護士さんとともに訴えているんです

が、本来、給料や年金については、10万円プラス人数掛ける4.5万円は生活のために差し押さえては

いけないことになっています。ところが、これが振り込まれて預金になったら、預金の中に入ったら

もうわからないから、給料とは見なされず、手当とも見なされず、差し押さえてよいという判例も実

はあるんですが、これが振り込み当日に、振り込み日を把握して、振り込まれた瞬間に差し押さえた

ということは狙い撃ちということで、これはだめだという判例もあるんです。 

 その辺のはざまのところが非常にあって、低所得者の方からの預金の差し押さえが多いんだなとい

う実態を見たときには、非常にどきどきと、そういうことを国立はやっていないと思うんだけれども、

そういうことはしっかりとしないようにしてほしいという願いを思いながら、思っているんです。た

だ、資料№５の相談窓口の調べの内容を見たときに、本当にどきっとしたんですよ。差し押さえられ

て生活費がないという相談内容が載っているんですね。これを見たときに、生活ぎりぎりの方の差し

押さえがあったんだなと。どうしても生活ぎりぎりで、国保が支払い困難に陥る人がいるというのは、

これまでの出された資料でも滞納者が多いのはどうしても低所得者なんですが、こうやって相談に来

られた方はきっと窓口の丁寧な対応で救われたと思いたいのですが、滞納者を減らして差し押さえを

減らすということが一番大事だと思うんですが、そのためには差し押さえをする前に、滞納する人を

減らす。 

 前も言っているんですが、納付書を送るときに、もし生活困難で支払い困難な場合は、納付期限ま

でに必ず窓口まで相談に来てくださいと。これを滞納すると 悪差し押さえになりますよというとこ

ろまできちんと書いて、窓口に来れば何か救済する方法もありますよということも丁寧に書いた案内

というのを送ってほしいと言ったんですが、前回もそういうものが入っていなかったので、そういう

ことをしてはいかがでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 確かに納付案内、納めやすい環境をつくるというのは非常に大事なことと

思っております。納税通知書のほうには載せさせていただいているんですが、納税通知書のほうにも
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細かい、小さい案内になってしまいまして申しわけないとは思っております。ただ、納税通知書を送

るときには、御納付いただける前提が当初ございますので、それに沿って納付が困難な場合というと

ころでは、今後対処してまいりたいと考えております。 

○【尾張美也子委員】 ぜひやってください。小さいのじゃ全然見えません。ちゃんと１枚添えてく

ださい。 

 それから、 後、先ほど住友議員が質疑した予算特別委員会資料№９でわかったんですが、ここは

実は、私の別の視点からなんですが、４割の方が要介護３以上で介護サービスを受けていない方がい

る。もしかしたら、これは所得が低い人じゃないかなと予想しているんですが、その辺もやってほし

いと思うんですが、分析はされていないと思うんですけれども、実は、この№９にかかって母数がど

のぐらい、それぞれ所得階層であるかというのは調べてもらいました。 

 それを全部答えてもらうと時間がないので、私のほうで言いますが、第１段階、母数は3,074人で、

そのうち1,110人が要支援、要介護になっているんです。つまり36.1％の認定率。第２段階が24.6％

の認定率。第３段階が29.8％の認定率で、あと20％台というのはないんですね。全体の認定率は

19.8％というのが調べてもらった母数でわかったんですが、やはり低所得者、第１段階に認定率が異

常に高いというのを、この辺をどのように分析し、どういうふうにやろうと、こういうことから考え

ていらっしゃることがあったら、 後に簡単にお願いします。 

○【馬塲高齢者支援課長】 所得段階別の認定率というところで、確かに第１段階が高うございます。

しかしながら、所得の段階と御本人の身体状況の関係性、因果関係というものを捉えるのは非常に困

難かというふうに見込まれていまして、どのようにしたら、何が原因で認定を申請して、取るに至っ

たのかというところが分析できるのかと、その分析方法について、今、考えているところでございま

す。以上でございます。 

○【高原幸雄委員】 それでは、下水道会計について、余り時間がないのでお聞きします。 

 まず、歳入のところ、政府がことしの10月から消費税を10％への増税ということを考えているよう

ですけれども、その際に、使用料手数料にかかわってくると思うんですが、消費税分というのはどの

ぐらいの市民負担になるのか、数字が出ていたら教えてください。 

○【蛯谷下水道課長】 10月１日から税率が改正されまして、その上がる分、８％が10％に上がる分

ですが、概算では、今はおおよそ600万円と概算してございます。 

○【高原幸雄委員】 それとの関連で、建設環境委員会に第10号議案の中で、税率改定の条例一部改

正が出ておりますけれども、実際に、この実施は、施行は10月１日になっているんですけれども、実

施は12月以降ということに、徴収はなるわけです。要するに、11月、12月はこれに換算して取るとい

うことなんですけれども、実際に、そうすると国立市としてはシステム改修は恐らく東京都の段階で

やるんでしょうからないとは思いますけれども、それに対する負担金というのはどのぐらいあるんで

すか。あれば、どのぐらいになるのか。 

○【蛯谷下水道課長】 システム改修に対する負担金が今、幾らかかるかというのは手元にはないん

ですけれども、使用料の徴収業務委託を、全て東京都水道局に委託してございますので、その委託料

の中に含まれてございます。 

○【高原幸雄委員】 確認しておきたいんですが、委託料というのは、つまり459ページの下水道使

用料事務費の中の徴収事務委託料、ここに入ってくるわけですか。 

○【蛯谷下水道課長】 そのとおりでございます。 
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○【高原幸雄委員】 そうすると、これは恐らく東京全体のシステム改修ということになると思うん

ですが、国立としては、これは１億1,800万円、組まれているわけですよね。この金額というのは、

人口割りとか、どういうものが基礎になって出てくるんでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 負担割りなんですけれども、給水の契約件数の割合で各市負担をさせていた

だいてございます。 

○【高原幸雄委員】 要するに、水道使用量の関係で負担割合が出てくると、こういうことですか。 

○【蛯谷下水道課長】 そのとおりでございます。 

○【高原幸雄委員】 件数ね、わかりました。本来、消費税は公共料金などにはかけるべきではない

というのが私の考えなんですけど、これは討論でまたやります。以上です。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで昼食休憩といたします。 

午前１１時５９分休憩 

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

午後１時再開 

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

○【青木淳子委員】 午後一番、頑張って行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、特別会計全般ということから、記者会見資料２ページ、一般会計の繰り出しではなく、各特

別会計としては繰り入れという観点になりますけれども、この繰出金というところから見てみたいと

思いますが、38億7,669万円、一般会計歳出予算の13％占めています。つまり各特別会計、４特別会

計の繰り入れが38億7,669万円、7,524万円の増となっていることがわかります。国保は10億円を切っ

て2,000万円以上減となっていますけれども、今後、先ほども市長が言われていましたが、介護保険

ですとか、2025年問題ですね、後期高齢医療特別会計の伸びが予想されます。この伸びを少しでも緩

やかに抑えていくこと、これが国立市にとって大変重要な課題である。これは国全体として課題であ

ると考えます。 

 つまりフレイル予防ですとか介護予防、先ほどもほかの委員の質疑の中でありましたが、健康寿命

の延伸のための政策を積極的に推進していかなくてはならないと考えます。遠藤議員がよく、高齢者

がふえていくことは問題ではないというふうに言われていますけれども、そのとおりだと思いますし、

やはりお元気に長生きしていただけるよう取り組みが重要であると思います。 

 そこで予算特別委員会資料№37、これ何度も使わせていただいておりますけれども、特定健診の受

診の重要性、これは何度も何度も議論をされてきました。さまざまな受診勧奨で、平成29年度は若干

ですけれども、伸びたような感じがいたします。今までも特定健診や生活習慣病の発生とか重症化予

防でさまざまなことをされてきて、平成31年度は先ほどの答弁にもありましたように保険者努力支援、

１億6,363万円、合計すると5,000万円増ということでふえています。これに関して、平成31年度、保

険者努力支援を伸ばしていくために何か努力することがありましたら、教えていただけますでしょう

か。 

○【吉田健康増進課長】 保険者努力支援分ということで、全体的なお話をさせていただければと思

います。 

 あらゆる健康施策に取りかかることによって補助金というのが得られる制度となっております。現

在、国立市が取りかかっていない医療費通知などもございますので、そういったものには今後、国保

連合会のほうでシステム構築をしていきますので、そういった分野ではできるものはこちらのほうで
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獲得していきたいと考えております。 

○【橋本健康づくり担当課長】 国のほうで努力者支援制度ということで行っておりますが、ポイン

ト制でありまして、一番ポイントが高いのは糖尿病重症化予防事業ということになります。その次に、

検診受診率、あるいは保健指導の実施率、メタボ該当予備軍の減少率等、後発医薬品の治療とか、い

ろいろあるんですけれども、保健センターのほうでも特定検診の受診率向上、さらなるものを目指し

て行っていきたいと思っております。 

○【青木淳子委員】 さまざま努力を今までは重ねてきた結果、このような１億6,000万円を超える

保険者努力支援ということで国立市にも歳入として入っています。やはりここはしっかりと厚みをも

って重点的にやっていくことが必要であると考えますので、さらに進めて、いろんな工夫を重ねなが

ら進めていっていただきたいなというふうに考えます。 

 それでは、予算書553ページの後期高齢者医療のところ、国保からの組みかえで健康診査委託料が

こちらのほうに組みかえをされているという説明がありました。また、563ページ、健康診査委託料

は実施主体である後期高齢に組みかえられたとあります。今までも成人健診で行われていたものが、

後期高齢者医療のほうに変わったということですけれども、この組みかえをした目的ですとか、また

狙いは何でしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 後期高齢のほうで歯科健診の組みかえを確かに行わせていただきました。

この背景というのが、全国都道府県議のうちで、東京都だけが後期高齢者医療について実施主体が後

期高齢者医療広域連合になっていないというところから、広域連合が主体となって取り組んでない自

治体等に対しても、取り組みを指示をしていくという形になっております。補助金の体系が今まで包

括補助だったものが、国を介しての広域連合から、この分について歯科検診分の補助は交付されると

いったところから組みかえを行わせていただいたというところでございます。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。組みかえによって包括だったものがきちんと補助金と

して交付されるということでよろしいですか。 

○【吉田健康増進課長】 これまでも東京都から包括補助として一般会計の方で組んでおりましたが、

先ほど言いましたように後期高齢者広域連合のほうで事業実施主体ということになります。そちらの

補助金を活用することとなりますので、後期高齢者医療特別会計のほうに組みかえを行ったというこ

とでございます。 

○【青木淳子委員】 わかりました。それでは、その具体的な健診内容とは、成人歯科と同じかどう

かを教えてください。 

○【橋本健康づくり担当課長】 お答えいたします。75歳以上の方に歯科健診を行うということは従

来どおり行ってまいりまして、それに加えまして、口腔機能の評価のほうもしていく予定です。こち

らのほうは国立市歯科医師会並びに東京都多摩立川保健所の歯科医の先生方の御助言、御指導をいた

だきまして、新たに国立市いきいき健口調査票をもとに作成しまして、それをもとに誤嚥リスクの評

価等を行っていく予定です。 

 内容としましては、その問診票を書いてございます誤嚥リスクの評価として、食べ物や水分の飲み

込み機能に関する質問と、30秒間に唾液、つばですね、それを飲み込む回数、何回できるかというこ

とをはかりまして、あわせてこの２つの判定から総合評価していくものでございます。 

○【青木淳子委員】 誤嚥リスクの評価として、調査と、飲み込む実測ですね、つばを何回飲み込む

ことができるか、実測をするということがわかりました。これによって飲み込む力、嚥下の低下があ
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るかどうか確認できるというふうに考えます。飲み込む力というのはとても大事なんですね。この飲

み込む力が本当に弱ってしまうと、水さえも飲めなくなってしまう、誤嚥性肺炎を起こしてしまうの

で、飲み込む力というのはやはりしっかりとつけておく。これは自分がどんな状況かをきちんとわか

って、さらにそれを改善していくように進めていかなくてはいけないと思うんですね。高齢者のフレ

イル、虚弱の入り口というのはオーラルフレイルだというふうに言われています。後期高齢者の歯科

健診によって、摂食とか嚥下等の口腔機能の低下がお口に関する問題のあり方に対して、やはり健診

を受けてではなく、改善のための相談ですとか、指導が重要であると思いますけれども、健診後のフ

ォローはどのようなことを考えているのか。先ほどもちょっとありましたけれども、ほかにございま

したら教えていただけますか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 社会的に問題になっていますフレイルについてなんですけれども、

後期高齢者になる前からの生活習慣病予防や、手づくりの視点も含めた栄養や運動、精神面などへの

アプローチによるフレイル予防と、フレイルから要介護への移行を予防しますフォローが必要なんだ

ろうなと思っております。 

 今回の新たな健診では、健康意識を高め、行動できるヘルスリテラシーの向上を市民の皆様一緒に

なって持っていっていただくという意味合いと、重症化させないという支援の整備体制や方法をどの

ようにつくっていくかということが肝要と思っております。 

 具体的には包括支援センターと保健センターと一緒に協力し合って、連携し合って事業を行ってい

く予定なんですけれども、今実際に行っております包括支援センターでは、かむかむ健康教室という

のもございまして、そちらのほうは見直して、老人クラブ等の地域で活動されているグループに対し

て弾力的に行う予定ということで聞いております。 

 また、保健センターが中心となって地域展開しておりますいきいき百歳体操というサルコペニア予

防やフレイル予防に対して筋トレを行うものなんですけれども、そちらの地域展開を、現在、10グル

ープほどやっていますが、そこで使っていただいていますＤＶＤ、そちらのほうに筋トレだけではな

く、お口の体操も入ってございますので、有効活用していきたいと思っております。来年度は、既に

あるこの媒体や手法で行うこと、そこから得られる主観的な情報や各種データの客観的な情報を分析、

評価して、よりよいものにつくり上げていきたいなと思っているところでございます。 

○【青木淳子委員】 さまざま取り組んでいただいて、さらにデータをもとによりよいものをつくっ

ていただくということが確認できました。その中で歯科健診に行ける方はいいかと思うんですけれど

も、歯科健診を受診できない在宅の要介護の方もいらっしゃると思いますが、その方に対してはどの

ようなことをされているのか、お尋ねいたします。 

○【橋本健康づくり担当課長】 歯科健診、往診で行うという、まず一つ手法がございまして、こち

らの歯科医師会の事務局のほうと調整しまして、医師に行っていただいているという形です。 

 もう１つは26市の中でもうちだけだということで聞いておりますが、歯科医師会の先生に市内の施

設に行っていただきまして、65歳以上の要介護者及び要支援者である市民の方に対して歯科健診を行

っております。29年度の実績では、５カ所の施設に行きまして89人の方の検診を行ったということで

ございます。以上です。 

○【青木淳子委員】 わかりました。さまざま歯科医師会の方にも大変協力していただきながら、国

立市独自で施設のほうにも行っていただきながら、進めていっていただいているようです。さらにこ

れを充実をしていただきたいと思います。 
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 それで、訪問歯科健診、さまざまやっていただいていますけども、やはりそしゃく力とか嚥下機能

の向上のため、家庭でできるプログラムというんでしょうか、何か訪問看護とかリハビリなどで取り

入れることができないか。また、その検討をされているかどうか、お伺いいたします。 

○【橋本健康づくり担当課長】 歯科医師会の先生方とも相談して、また健康体操というものが歯科

衛生士会から出ておりまして、そちらのほうのチラシをお配りできないかということで準備を進めて

いるところでございます。包括支援センターと協力して、また、そちらの配布等を行っていければな

と思っているところです。 

○【青木淳子委員】 ありがとうございます。歯科は大変重要で、自分の歯が多い人は、歯のない人

と比較して寿命が長いだけでなく、健康寿命も長く、要介護である期間が短いことがわかっています

ので、ぜひ歯科の、さらに進めていただきたいと思います。以上です。 

○【小口俊明委員】 国民健康保険で聞きます。先ほど来、何人かの委員が広域化の話で確認をされ

ていました。予算書で言うと420ページ、国民健康保険事業費の付近ということであります。 

 先ほど遠藤委員の質疑に対して、メリット・デメリットということに対してお答えがあったかと思

います。それを聞きますと、課長の御答弁はおおむねメリットが多く、特段デメリットは見当たらな

いというような趣旨の御答弁だったかなと思いますけれども、この広域化によって国立市としては、

今、順調に広域化事業が進んでいると。デメリットを受けながら進めていると、そういう理解でよろ

しいですか。 

○【吉田健康増進課長】 制度が施行しまして、まだ初年度ということがございますので、また、混

乱を招くことなく、現在まで迎えられているということはデメリットはなかったのかなと考えており

ます。 

 今後につきまして、今、事務の統一化が見直されておりますので、そこがどういう形になってくる

のか。そして、私どもの負担が減るのかどうか、そこら辺は今、係長以上のクラスで東京都を交えて

協議をしている状況でございます。以上でございます。 

○【小口俊明委員】 わかりました。そういう状況ということですね。 

 それとあと先ほどの御答弁の中で、医療費がアップしても、直接支出増につながらないというお話

がありました。今はそういう制度の中で、制度のもとでやっていると、そういう理解をいたしたわけ

でありますけれども、それが今後の納付金のアップというところに結びついていくのかどうか、ここ

が心配の１つかなと思うわけですけども、その辺の仕組み上の今後の見通し、ありましたら伺いたい

と思います。 

○【吉田健康増進課長】 済みません。説明が少なくて申しわけございませんでした。確かにその年

の医療費の高騰があっても、予算の工面をする必要がない、つまりは納付金を支払っていれば、その

年は済むと。ただし、その上がった分については２年後の納付金の算定のときにおいて、この医療費

が算定基礎となってきますので、そこで反映してくる。ただし、その年に解消するのではなくて、２

年後、２か年をかけて解消して納付金のほうに乗せられてくるということになりますので、直接、翌

年度すぐに解消ということではございません。以上でございます。 

○【小口俊明委員】 ２年後ということで、また激変緩和的な取り扱いもあり得るというようなこと

かなとも理解をしましたが、さらに言うと、これは広域化ということのメリットということからする

と、単独の国立市だけの医療費のアップがそのままダイレクトにはね返ってくるということではなく

て、全体の中での算定ということですから、その意味でも広域化による緩和というのを期待したいわ
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けですけれども、制度上、そういうふうな取り扱いになっているんですか。 

○【吉田健康増進課長】 確かに医療費総体は、東京都全体でまず算定されてきます。実績が出てき

ますので、それで各自治体の係数、所得係数、収納率等々、医療費の係数もあります。それらをぶつ

けて算定されてまいりますので、確かに広域化になりますと、都全体でまず算定されてまいりますの

で、そういった面では国立市だけぼんと上がるということではございませんが、ただ、医療費の伸び

は、国立市の伸び率をもちろん見てまいりますので、多少影響は出てくるということでございます。 

○【小口俊明委員】 その影響の度合いというのはどのぐらい、これまで単独でやってきたときの医

療費の伸びが顕著に反映していたところから比べて、緩和されているのかどうかというのをちょっと

感触としてつかみたいんですね。どのぐらいの割合で反映されてくるのか、今もしわかっていれば教

えてください。 

○【吉田健康増進課長】 済みません。あまり曖昧な答弁はできないんですけれども、そこら辺につ

いては初年度ということがございましたので、その年、２年度、３年度、迎えるに当たってどういう

形で出てくるかというのを分析してまいりたいと考えております。現段階では、申しわけございませ

ん、正確な数値というのはお答えできない状況となっております。 

○【小口俊明委員】 わかりました。その辺のところも今後ぜひ検討も加えていただきながら推移を

見守っていただきたいと思います。 

 それでは、次に、下水道で伺います。これは前回の、あるいはそれ以前も含めて、過去の予算特別

委員会で聞いてきていることでありますけれども、固定資産台帳という角度の話です。前回の平成30

年度の予算特別委員会のときの御答弁では、まだ固定資産の台帳として額は確定できていないという

ようなお話の答弁があったと思います。また、その時点では、平成30年度のときには、平成29年度で

大分数字も詰めていくけれども、30年度も引き続き行って、中間報告というようなことも想定してい

るということでもありました。また、32年度からは下水道の会計としても、複式簿記、発生主義会計、

会計制度の変更を行っていくというようなところも含めて前回答弁がありました。 

 今回ここで伺いたいのは、この固定資産台帳として下水道の総額、固定資産の額が、今、どういう

状況になっているのか、数字がわかっているのであればお答えをいただきたいですし、中間報告とい

う内容であったとしても、額として伺いたいと思いますけれども、数字はありますか。 

○【蛯谷下水道課長】 固定資産台帳の件ですけれども、平成30年度につきましても、平成29年度か

ら引き続き調査を行ってございまして、完成品がまだできてございません。ですので、数字的にはま

だ出てきてございません。ただし、今ほどお話にございましたけれども、平成30年第３回定例会の建

設環境委員会で中間報告として御報告させていただいてございます。その中での数字となりますけれ

ども、平成28年度までの数字になりますが、平成28年度までの取得価格は約421億となります。内訳

といたしまして、科目別で申しますと、土地が約２億円、建物が約４億円、構築物が約323億円、そ

して機械及び装置が約６億円、無形固定資産が約86億円となってございます。 

 また、施設別の内訳でございますが、こちらは管路施設が約325億円、南部中継ポンプ場が約10億

円、都や他市への負担金などが約86億円という数字は算出してございます。以上です。 

○【小口俊明委員】 わかりました。途中経過の数字ということではありますが、 終的ではないと

いうことですけれども、取得額ということで今の数字を上げてくださいましたので、要するに国立市

の持っている下水道の固定資産の額という意味では、マックスで421億円ということであって、これ

に対して減価償却等々で減っていく方向という理解でよろしいですか。 
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○【蛯谷下水道課長】 28年度までは総額で421億円になります。それで施設等は減価償却がござい

ますので、それに伴って資産は少しずつ減っていくという形になります。 

○【小口俊明委員】 ということは計算上、これ以上ふえる要素はないと。減価償却によって減って

いくだけだということでよろしいですか。確認ですけれども。 

○【蛯谷下水道課長】 今までの状況であれば減っていくだけですけれども、今後もし新たな施設等

を、下水道管ですとか、そういうものが新たに設置される場合につきましては、また資産が、その分

がふえていくということになります。以上です。 

○【小口俊明委員】 資産がふえた場合にはふえると、当然だと思います。 

 もう一点、別の角度で、今後、長寿命化とか、既存の下水管の管路に手を加えるようなこと、ある

いはポンプとか設備も、その辺も長寿命化工事をやっていくことになるんだろうと、今、報告も受け

ているわけですけれども、そのことによって国立市が持っている下水の設備、下水の資産の資産価値

が上がるのかなと想像するわけですね。つまり今おっしゃった421億円というのが減価償却で減るけ

れども、ふえる要素も長寿命化等の後からの手だてによってあるのではないかなと想像しました。そ

の辺の今後の計算の仕方、あるいは取り扱いはどういう考え方を持っていますか。 

○【蛯谷下水道課長】 今ストックマネジメントにおきまして、老朽化した管渠ですとか、その他施

設、更新をさせていただいていきます。そして、更新したものについては、新たに設置したものと考

えて計算していく、算出をする形になります。 

○【小口俊明委員】 ということは、新規につくってプラスになったもの以外は、 終的には今、先

ほど来おっしゃっている421億円が基準となって、そこから減ったり、あるいは戻ったりという動き

になりそうだという理解でよろしいですか。 

○【蛯谷下水道課長】 平成28年度までの421億円というのが、その時点での基準になると思います。

そして今後、更新ですとか老朽化とか、そういうものを含めて、減ったりふえたりということは出て

まいります。 

○【小口俊明委員】 わかりました。それでは、いわゆる固定資産ということで、事務方トップの副

市長に、これは前に出ている答弁で、一般財源のほうは固定資産790億円、今、下水のほうから約421

億円、これ総体が固定資産の額であると思うわけですけれども、その理解でよろしいか。 

○【竹内副市長】 済みません。正直なところ、私の知識で、今、確定的にそのことをお答えできな

い状況でございます。申しわけございません。 

○【小口俊明委員】 要するに数字上の計算がそういったことになるかと思いますので、この辺のと

ころも、これでやっと総体の国立市の持っている資産というところが、全容が見えてくるのかなと思

いますので、今後注視していきたいなと思っております。 

○【中川喜美代委員】 予算書の496ページ、介護保険の歳入なんですけれども、介護保険の財源構

成が、それぞれ約がつくんですけれども、保険料50％で、公費が50％ということで、第１号被保険者

保険料と、第２号被保険者保険料で合わせて50％なんですね。この496ページの中で第１号被保険者

の保険料があるんですけれども、第２号保険者の保険料は、この支払基金交付金ということをさっき

聞いたんですけれども、これが第２号の被保険者ということで、この算定はどういうふうになってい

るのかということと、国立市で40歳から65歳まで、いわゆる介護保険が理由がなければ使えない方は

何人ぐらいいらっしゃるのかわかりますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 40歳から64歳までのいわゆる第２号被保険者の方につきましては、医療
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保険からとられている介護保険相当分という、その保険料を全国組織である診療報酬支払基金という

ところにプールした後に、保険給付の金額に応じて、現在で言いますと27％について、診療報酬支払

基金から交付金として交付を受けるといった仕組みになってございます。そして、第２号被保険者の

方が介護保険を使うというケースなんですが、これは疾病が末期がん等の限定されたものになりまし

て、対象となる40歳から64歳までの人の人口は、今現在つかんではいないんですけれども、実際に認

定を受けている第２号被保険者の方は、現状の統計では85名の方で、そのうち居宅介護サービスと言

われている在宅で使うサービスを利用されている方が56名いらっしゃいます。施設に入所されている

方は６名の方で、全て老人保健施設に入所されているといったところでございます。以上でございま

す。 

○【中川喜美代委員】 ありがとうございます。今、答えていただきました数字、85名の方がこの介

護保険を使われていると、認定されているということなんですけれども、この周知の仕方なんです。

こういう介護保険が使えますよということはしっかり周知はされているんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 介護保険、制度改正が３年に一度行われ、その際に介護保険べんり帳と

いった冊子を全戸配付させていただいております。その中に40歳から64歳の方についての介護保険の

該当する病名であるとか、あるいは介護保険自体が40歳以上の皆さんが加入されていらっしゃる方で

すといったところでご案内を差し上げているところでございます。以上でございます。 

○【中川喜美代委員】 介護保険べんり帳は確かに便利なんですけれども、果たして皆さん、そこま

でしっかりと読んでいるのかなというのが心配なんですね。これからよく言われる若年性認知症の施

策、これがもう国家的な問題になっているというふうにも言われてますので、その辺をしっかりとい

ろんな方法で周知をしていただきたいと思います。 

 介護保険も平成12年度に制度が導入されて、今現在で第７期。この間、４回いろんな法改正があっ

て、見直しがあったと思うんです。今、地域包括ケアシステムの構築に向けた、いろいろ地域支援事

業を充実させるということで進めていると思うんですけども、もう時間がなくなったんですけど。一

体、国立市のこの介護保険料が多摩の中でもどのぐらいの水準なのか。私は、低所得者の方は別です

よ、200万円以下、年金の方にとっては大変負担が大きいというふうに、すごく思っています。です

ので、この介護保険の財源を圧縮するような方法をまずやっていただきたい。 

 それで、 後に、代表質問でも申し上げましたけれども、認知症の予防、なった後で住み続けるま

ちづくりも、当然必要なんです。これといった確定的なものはないと言われますけれども、やはりブ

ドウ糖で脳は成っているということですので、白米が大事だというふうに聞きました。 

○【関口 博委員】 下水道特別会計のほうでお聞きします。 

 歳入については、消費税が10％になることによって歳入が600万円ほどふえるという答弁があった

ということは、これは今回第10号議案で下水道条例の一部改正する条例案が出てきましたけれども、

この条例案に基づいて、歳入は600万ふえるだろうというふうに算出してあるんでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 そのとおりでございます。 

○【関口 博委員】 第10号議案の説明、消費税率の改正に伴いという議案で、これはまだ国立市の

審議会では通っていない議案ですね。その通っていない議案でもって予算が組まれているということ

が１つわかりました。 

 テレビの報道の中で、この秋に10％の消費税というのをやるか、やらないという議論がまた出てき

たという、それは景気の動向が悪いということが報道されるようになってきたんです。10％に上げる
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かどうかというのは、この二、三カ月で決まるだろうということが報道されているんですけれども、

それは御存じでしょうか。 

○【蛯谷下水道課長】 そのお話は伺ってございます。 

○【関口 博委員】 そういうことは知っているということであります。この議案が、この３月の議

会で出ないといけなかったというのはあるんですかね。６月議会で出る条例では全く間に合わなかっ

たということでしょうか、その辺を聞かせていただけますか。 

○【蛯谷下水道課長】 今回３月の議案で出させていただいたのは、歳出で予算を組んでいるものが、

10月以降に支払うものに対して、既にもう10％の金額で予算計上してございますので、それにあわせ

て今回一緒に条例改正のほうを出させていただいたという形になります。 

○【関口 博委員】 それはわかるんですけども、どうなるかわからないということであれば、８％

で計算して、支出のほうも計算して、予算書というのはできる。あとで補正するということはできる

のかなと思うんですけれども、それはできないんですか。できるか、できないかでいいです。 

○【蛯谷下水道課長】 基本的にはできると考えてございます。 

 ただ、今回歳出で10％で組み込んでございますので、あくまでもそれにあわせてという考えで出さ

せていただいています。 

○【関口 博委員】 前もって予算を組んだと。消費税が上がるか上がらないかじゃなくて、もう上

がるということでこの予算は組んでありますよということがわかりました。以上です。 

○【重松朋宏委員】 私からは予算書、389ページからの国民健康保険特別会計について何点か質問

したいと思います。 

 国立市の国保は財政責任が都道府県化した後も値上げをしなかった多摩の26市の中では５市の１つ

です。結構頑張っているなと。2015年前、前回、全面改定する前までは、市レベルでは日本で一番安

い国保保険料なんですけれども、改定しても国立は頑張っているのかなと思ったら、実はそれほどで

もなかったということがわかりました。予算特別委員会資料No.39でモデル世帯ごとの保険税、保険

料額を出していただきました。国立市だけでなく、近隣市、類似市、23区、あとサラリーマン健康保

険、協会けんぽや組合健保について、これを見ますと、実は府中や国分寺、あと日野市なんかのほう

が、ケースでは結構安いんですね。特に協会けんぽなんかとも比較して重いのは、やはり社会保険っ

て額の頭割りの部分、均等割がかかるので、子供が多い世帯は、同じ年収でもサラリーマン健保より

も負担が大きいと。これは尾張議員なんかがすごく言っていることなんですけれども、これは共産党

さん１人言っているだけではなく、市長会でも求めているところですので、私も強く求めていきたい

と思います。 

 資料のモデル世帯の５、40代夫婦子供２人で年収690万円の場合、かなり標準的な世帯になろうか

と思いますけれども、国立市の場合、保険料が年間約57万円ですけれども、立川市は何と68万円と、

10万円以上高いと。23区は何と75万円と。23区並みにすると18万円も値上げすることになります。 

 一方で、国分寺市や府中市と比較すると、国立市は７万円から８万円高いですし、大手企業の健保

組合ですと19万円。中小企業の協会けんぽでも16万円も高いと。この問題なんですけれども、低所得

世帯の均等割の軽減を拡大にするのが第一ということに加えて、やはり多子世帯の減免は必要なんじ

ゃないか。市長、先ほどの答弁で、2025年問題、団塊世代が後期高齢者になっていくと、支援金で国

民健康保険の負担もどんどん大きくなっていくとおっしゃいましたけれども、ということは、子育て

世代にとって負担はどんどん大きくなっていくけれども、それに対する見返り感、受益感がますます
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感じられなくなっていくということを考えると、せめて協会けんぽ並みに、世帯人数の多い世帯の均

等割の減免って、国がやらないんだったら自治体が手をつけていく。子供の医療費助成もそうですし、

やはり自治体が先鞭をつけていくときに来ているじゃないかなと思うんですけれども、改めて市長の

お考えを伺いたい。 

○【永見市長】 先ほど私が2025年の問題を言ったということは、今、戦後74年です。ですから、昭

和20年に生まれた方はまだ後期高齢者になっておりません。19年生まれの方がちょうど後期高齢者に

なります。21年の方はまだなっていません。 

 ところが、19、20、21の方の世代というは、合計特殊出生率は0.幾つです。１に行かない世代です。

したがいまして、物すごく今、軽いというのは、国保から後期高齢へ行くときの負担のバランスが非

常に軽い世代で、我々の団塊世代が今、国保の中心世代にいて、それでそれ支えていて後期高齢が何

とか成り立っていると。 

 ところが、この19、20、21が行った後に25年になってどーんと我々の世代が行ったときには、被保

険者数は猛烈に減りますよ。そして、後期高齢者の支援金はふえますよ。そうすると、今の制度がど

うなっているかということすら非常に危うい状況も想定されますよということを総合的に勘案する中

で、私は考えていきたいと。ただし、言い続けていきますよと。判断は、やはりもうちょっと、もう

１年待った上でどうすべきかということを、１年でも２年でもいいんですけれども、その制度の成り

行きをちょっと見てみたいと。 

 今、格好いいんですけど、やりますよというほうが。だけども、制度全体をもう少し、国保制度全

体、どういうふうにやはり国立市として運営していくのかということを、もう一息見てみたいと、こ

ういうことを申し上げたわけです。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。もう少し見ていきたいというのは先送りかなと思ったら、もう

１年とか、１年、２年と、意外と結構すぐ見ていくんだなという御答弁でしたので、ぜひ国の動向を

見ていくだけでなく、国立市としても主張もしていくし、国が動かないようだったら、国立市として

必要なところに手を当てていくということも考えていただければと思います。 

 この点、もう１つ、子育て世代に受益感がないという点でいきますと、出産育児諸費、予算書の

416ページからなんですけれども、現在は出産育児一時金の支給のみになっています。これは産後ケ

ア事業についても、健康保険で保険事業として補助を実施することができるというのが国の見解らし

いので、今後、国立市が産後ケア事業を、特に宿泊型は１泊１万円ぐらいして、とても利用料の負担

が大きいものなので、そういうものに国民健康保険事業としても、利用者負担の補助をしていくとか

というような議論も庁内で進めていっていただければということをお願いして終わります。 

○【石井めぐみ委員】 私のほうからは介護保険でお伺いします。 

 525ページ、サービス事業費の中の住民主体による支援等補助金です。先ほどの御答弁の中で、こ

れは訪問型のＢでは１カ所プラス６カ所、７カ所ですか。７カ所になって、この補助金なんですけれ

ども、これは活動に必要な経費ということですか。具体的にはどのようなものに使えるんでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 お答えいたします。通所型のサービスということで、今、ひ

らや照らすさん等ではやっていただいているんですけれども、そこを運営する、例えば会場費ですと

か、そこにかかる光熱費ですとか、そこでいろんな講座をされるということで、そこに講師をお呼び

するとか、そういったことに関して、今、補助金を出しております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。今までは自由にやっていたところが、今回新たに介



－ 230 － 

護保険を使うようになると思うんですけど、介護保険の制度を使うことで、制約というようなことは

生まれないでしょうか。今までやっていたことに何か制約されることってありますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。介護保険特別会計のいわゆる新総合事業で行うというこ

とになりますので、国から示されている新総合事業のガイドラインに沿った形というのが基本になっ

てきます。基本的には間接経費に対する補助という考え方で行っていきますので、そこを利用する方、

一人一人の利用量に応じた給付という形ではなくて、実際に支援を行っている市民グループに対して

経費を補助していくというのが基本になってまいります。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 この住民主体による支援というのは、市内でどんどん、基本的にやっぱりふ

えていかなくちゃいけないことだと思っているんですね。これは確かに経費がかかるので、介護保険

のほうから支払っていただくということ、とても大切なんですけれども、でも、それによって逆に敷

居が高くなってしまって、このサービスそのものがふえなくなる、広がりにくいというようなおそれ

はないんでしょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。制度ごとでございますので、ある程度の補助金等の申請

の事務等にルールが来てくるというところではございます。そういった中でもでき得る限り、市民の

方に負担が少なくなるようなやり方を模索してまいりたいとは考えてございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。このサービスは本当に今でき上がったばかり、もう

できたてほやほやな感じで、試行錯誤の状態だと思うんですね。それはおそらく国のほうも、ほかの

自治体もみんな手探りの状態でやっていると思うので、今、これが確定しているというふうに思って

いないですが、まず基本の基のところを聞きますけれども、これは誰が行うことができるんですか。

例えばどういう団体であったり、そこに何か決まりごとがありますか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。住民主体でこの総合事業に取り組んでいただく場合、各

市町村が行う研修を受けていただくというのが必須の条件にはなってございますが、それ以外のとこ

ろでは、大きく縛りを受けるようなルールというのは現状ないところでございます。以上でございま

す。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。そうですね。だから、多分、補助を受けるというこ

とで、そこで新たに縛りが出てくるという、まず、その考え方でいいですか。自由に行う分には特に

何も、その研修以外、何もないということでいいですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 はい。基本的にはこの総合事業の介護保険のルールの中では研修を受け

ていただくということが必須でございます。あとは、他の法令との関係の中で、適切に活動していた

だければというところでございますので、資格のない方が身体介護を行ったりして、それで謝礼をも

らうとかというのは、別の法律でまずいということにはなりますけれども、基本的には介護保険のル

ールの中では、まず研修を受けていただくといったようなところでございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。先ほども申し上げたんですが、このサービスという

のは、市内の至るところででき上がってこないと、本来の国が考えているような思惑というか、そう

いうものにならないと思うんですね。なので、まず市民の方の御理解を深めるというか、こういうも

のなんですというのをわかりやすく説明していただくとともに、実は始めることに関しては、そんな

に大変なことではないんですということも含めて、まず、お知らせをしていただきたいと思うんです。

その上で、事業費をいただく、補助をいただくためにはこんなことがあるんです。その次の段階から

いろんなことが発生するという部分を、まず、わかりやすく説明していただきたい、示していただき
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たいというのが１つあります。 

 その上でなんですけど、通所型サービスＢの資金計画書、これは恐らく補助を受けるために出さな

くちゃいけないものだと思うんですけど、記入例というのが出ていて、これを見ると、かなり、眼鏡

をかけていても見えないぐらい大変なものが書かれていて、こういうのを見ちゃうと、また逆に、あ

あ、何かこれだとちょっと敷居高いかなと思って二の足を踏んでしまうようなこともあるんじゃない

かと思うんですけれども、例えばこれはどのくらいまでサポートしていただけるのかとか、始めるに

当たっての、そういうことはあるんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。その資金計画書、今現在、テスト的にやっているひらや

照らすの関連かと思うんですけれども、ひらや照らすの運営をしていただいているグループの方はと

ても一生懸命、そしてレベルの高いことをやっていただいているというところではございますが、や

はりこれが全ての市民グループで同じようにできるかといった場合には、これだけのレベルのものを

つくるというのは非常に大変だと思いますので、実際にグループとしてそういった活動に取り組んで

いただく際には、もっと簡易な書式でやっていただいて結構ですということは御案内差し上げようと

考えてございます。以上です。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。本当にすばらしい、行政関係者がつくったのかなと

思うようなすばらしいものだったので、記入例としては、逆にもう少し易しいものにしていただきた

いなと思いました。 

 これを見て気になったのが、これは国の制度ですからしようがないですけれども、人件費のところ

がゼロなわけです。つまり無償ボランティアがやるということが前提になっている事業ということな

んですが、ただ、私、心配なのは、本当に無償でもって、今、確かにひらや照らすさんにかかわって

くださる方たち、大変意識が高い方で、自主的にやりたいという思いがあって無償でやってくださっ

ていますけれども、これを継続させていくとか、あと広めていくといったときに、本当に無償でいい

んだろうかと思うんです。これは今、国の制度ごと、そのフレームの中なんですけれども、ここに例

えば、国立市が独自で人件費部分、別から補助を出すとか、これは何かということはできないんでし

ょうか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 お答えします。人件費として、どういった働きをする方の人件費かとい

うところにもよるかと思います。 

 先ほど私が申し上げました特別会計における総合事業では、間接経費に対する補助というところで

ございますので、直接、高齢者の方の利用の部分にかかわらない部分で人件費を出すことは可能なの

ではないかと推察しますが、ここも国の考え方等の確認をしながら慎重に検討していきたいと思いま

す。 

 それ以外の部分で、もし実際に高齢者の方が利用する部分に対して、回数に応じて等の発生する人

件費を算定していく等になりますと、非常に保険の給付と似通ったものになってまいりますので、そ

れを特別会計でやるというのが難しくなってくるかとも考えられます。その場合は、また別のやり方

を考えていかなければなりませんし、それが必要かどうかというところも、慎重に検討していきたい

と考えてございます。以上でございます。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。恐らく、これは国立市だけの問題じゃなくて、国で

進めていく上でそういうことも考えながらやらなければいけないのだろうと思います。基本的には有

償ボランティアという形で住民主体は進めることが理想だろうなと思います。これは今ここでお答え
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をいただくことではないので、意見として言っておきます。 

 この住民主体のやつを進めるに当たってとても大切になるのが523ページにあります生活支援コー

ディネーターですね。これが90万円になっているということは１名ふえたということでよろしいでし

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。地域生活支援コーディネーター、平成31

年度につきましては、６名が12カ月分と３名が６カ月分ということで、31年度は９名を予算化させて

いただいております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。この生活支援コーディネーターさんの力いかんで、

これからの地域支援というのが決まっていくいうふうに言われているほど、とても重要なものなんだ

けど、これはなかなか自治体でもって広がっていかない。これが問題だと言われているんですけど、

ふえたということは何か努力をしていただいたということなんでしょうか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 今の取り組みですけれども、29年度、３名の地域支援コーデ

ィネーターをモデルで置かせていただきまして、30年度につきまして、１名ふやしました。現在４名

で活動していただいております。 

 地域生活支援コーディネーターは、言われるとおり、数を何名置くということが理想ということで

はなくて、やはりこの間、モデル事業に取り組んでいただいた地域生活支援コーディネーターの方々

にも御意見をいただきまして、やはり地域での取り組みの延長線上に、こういった困り事をお伺いで

きるような方々がいるというところだという話がございます。やっぱりそこを強く受けとめまして、

31年度につきましては、まずは本当に市民周知するところ、それから地域に私たちも入れ入り込んで、

そこで何が必要かをじっくり考えながら進めていきたいと考えております。 

○【石井めぐみ委員】 ありがとうございます。もうまさにそのとおり、市民への周知というのが一

番大切なので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○【藤江竜三委員】 先ほどちょっと話題に出ていたんですけれども、医療費通知についてなんです

けれども、国立市は今、１年間の 後に自分がどれくらい医療費を使いましたというようなものはま

とめて来ていないと思うんです。私は国保においてそういうものがあったほうが、どれぐらい自分が

医療費がかかって、ここなら節約できるかもしれないとか、自分の健康管理の面でも必要かと思うん

ですけれども、他市でやっているところがあるかと思います。今後そういったものを発行していくと

かといったお考えがあるのかどうか、確認していきたいと思います。 

○【吉田健康増進課長】 確かに医療費通知、国立市でも従前実施しておりました。たしか平成25年

度から26年度までだったと思うんですが、この背景には、世帯単位、個々の加入世帯単位で送付して

いたところ、身内の中でも知られたくないという御意見がかなりございまして、一旦そこで休止して

おります。ただ、広域化に伴いまして、この医療費通知というのも、先ほどお答えしたとおり、保険

者努力支援の加点となってきます。現在、国民健康保険団体連合会のほうでシステムを構築しまして、

個別対応してくれるというところで、今、平成32年度に向けてシステム構築を進めております。 

 構築された暁には、予算面、政策経営部のほうとも調整しつつ、予算計上ができれば、そこで実施

してまいりたいと。ただ、自庁のシステムでやりますと、かなり改修費がかかりますので、そこの部

分はやめて、国保連合会に委託の方向で考えていきたいというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○【藤江竜三委員】 そういった全体の流れの中でやっていただけるというのは、本当にいいと思い
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ます。また、個別にやることによって、個人情報も、家族に確かに見られたくない、何か病気という

のも、もしかしたらあるのかなと思いますので、そういった対応をしていただくということで安心い

たしました。ぜひとも進めていっていただきたいと思います。 

 それで、次なんです、これも前に質疑したところなんですけども、出産育児一時金についてなんで

す。前回、各市の状況を見ながら、もしかしたら市長会のほうにも挙げさせていただきたいというよ

うな御答弁だったんですけども、この出産育児一時金、平成28年の公益社団法人の国民健康保険中央

会が出している正常分娩で、実際にどれぐらい費用がかかるのかという平均値が出ているんです。そ

れを実際に見ると、正常分娩で東京都の平均値は62万1,000円ぐらいかかっているんですね。そうな

ると、42万円しかいただけない中で、62万円、平均値でかかってしまうというふうになると、大幅に、

１人産むのに20万円ぐらい、どう考えても平均で足が出るというふうになってしまうと、産むのをた

めらうというのも十分あり得ることだと思うんですね。 

 この間、 近の調査で、三、四十代の貯蓄で23％は貯蓄ゼロだというようなデータが話題になって

おりましたけれども、貯蓄ゼロであれば、60万円とりあえず用意して、しかも、後で返ってくるとは

いえ20万は足が出るというふうになってしまいますと、なかなか、子供を持とうという選択が自由に

できない経済状態というふうになってしまうというのはあまりよくない状態だと私は思うんです。そ

のあたりの是正を、国立市独自でというのは非常に難しいかもしれないんですけれども、全体で声を

上げていくというのはやはり必要なことかなと思うんです。そのあたりの御見解を伺いたいんです。 

○【吉田健康増進課長】 確かに平成30年、予算特別委員会で藤江委員のほうから御指摘をいただい

て、お答えした記憶がございます。この出産育児一時金につきましては、国民健康保険法施行令に基

づいて、40万5,000円プラス４万円の範囲内で云々というのが、たしか規定があったか思います。課

長会のほうでも、そういった話でどうですかということで話をしているんですが、特段そちらのほう

で、いや、今は特にという各市のお答えもありまして、要望等には至っていない現状がございます。 

 ただ、こういう御意見、これからやはり少子高齢化、特に少子化の問題につきましては、かなり大

切な課題となってまいりますので、そういう場があればその場で意見を申し上げていきたいと思って

おります。以上でございます。 

○【藤江竜三委員】 ぜひともそういった声を上げていってほしいと思います。本当に出産費用が62

万円もかかっているのは、意外と知らないのかなというふうにも思いまして、そういった事実があっ

て、しかも、先ほど言った国保で多子世帯が大変だとか、いろいろなことがございます。そういった

中で、ぜひとも子育て、本当に子育てをしたいと思っている方が子育てができる環境づくり、こうい

ったところからも進めていっていただきたいと思います。 

 それともう１つ、460ページ、下水道プラン策定委託料というのがあると思うんですけれども、こ

れはどういったことをやっていこうとお考えになっているのか、伺わせてください。 

○【蛯谷下水道課長】 こちらは平成22年に国立市下水道プラン2010というものを策定してございま

す。それが計画期間が10年間でございまして、平成31年度でその期間が完了しますので、以前つくっ

た下水道プラン2010の見直しのための委託業務となってございます。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ありがとうございます。2010から大体10年置きぐらいでつくっているんですか

ね。それで、これはなかなか長期計画になると思うんです。下水道ストックマネジメント計画とかも

つくっていて、下水道のストックマネジメント計画を見ると、緊急度が１のところを工事していくと

なっていたと思うんですけれども、下水道の繰入金の額等を見ていると、金利の安いときにもう少し
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工事をやってもいいんじゃないのかなと思うところがあるんです。そういった長期的なプランという

のは、今、どのように考えているのかとか、そのあたりをもう少し詳しく伺えればと思うんです。 

○【蛯谷下水道課長】 長期的なプランですと、ストックマネジメント計画で申しますと、たしか基

本計画の中では緊急度１を優先的にやるということになってございますけれども、調査の結果、緊急

度１が少なかった場合、緊急度２も含めて、事前に２も含めて施工させていただきたいと思っており

ます。以上です。 

○【藤江竜三委員】 調査の結果、緊急度が少なければと、その調査というのは今年度も含まれてい

るのでしたか。今年度というか、平成31年度には。 

○【蛯谷下水道課長】 今年度も調査が入ってございます。以上です。 

○【藤江竜三委員】 ぜひとも調査をしていただいて、長期的にどういった形が後に負担を残さない

形なのかということを十分考慮していただきたいと思います。やはりこの下水道工事、非常に利率が

高いときにやってしまったため、後年度に大きな負担を残しているということがあります。金利が安

いときということも一つの考慮に入れていただいて、作戦を十分に練っていっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○【大谷俊樹委員長】 今年度は平成31年度ですね。 

○【藤江竜三委員】 そうです。失礼いたしました。 

○【大谷俊樹委員長】 ここで休憩に入ります。 

午後２時休憩 

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

午後２時１４分再開 

○【大谷俊樹委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。質疑を続行いたします。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、予算書456ページからの下水道について少し伺いたいと思います。 

 今、汚水の処理について、使用量でどれぐらい充当されているのか教えてください。 

○【蛯谷下水道課長】 平成31年度予算ベースでお答えしますけれども、歳入のうち使用料が約９億

9,000万円で、繰入金が約10億9,900万円。歳出のうち、汚水に係る経費が、資本費平準化債を活用す

ることによりまして、約10億3,500万円となる見込みでございます。また、使用料収入に対して汚水

に係る経費との差額の約4,500万円が基準外繰入金となる見込みでございます。 

○【藤田貴裕委員】 ちょっと難しかったんですが。4,500万円が足りないということですかね。

4,500万円赤字というのは、はい、よくわかりました。 

 ちなみに、消費税増税対応で、歳出というのはどれぐらいふえるんですか。 

○【大谷俊樹委員長】 出ますか。ちょっととめてもらっていいですか。 

 資料、手元にありますか、大丈夫ですか。 

○【蛯谷下水道課長】 済みません。その辺の数字が、ちょっと今、手元にないんですが。 

○【藤田貴裕委員】 ざっくりいくと歳出の２％がふえるということでいいですか。それは大体どれ

ぐらいなのか。わからないですかね。 

 ８％で計算して、それを10％で計算し直すわけですよね。どれぐらいになるんですか。 

○【江村都市整備部参事】 済みません。全てわかりませんけれども、歳出の半分以上を公債費が占

めていますので、この部分は、多分、過年度の起債の償還ですので、それを除いた部分には、おおむ

ね２％分がかかってくるだろうと思いますので、大体15億円ぐらいの２％分が該当するかなというふ
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うにざっくり思います。 

○【藤田貴裕委員】 金額が多くて計算できないです。（「3,000万円」と呼ぶ者あり）3,000万円ね。

わかりました。じゃ、ちょっと聞きたいところは以上だったので、討論は省略します。 

 じゃ、次、済みません、福祉の525ページの住民主体の生活主体ですね。Ｄ型についてちょっと聞

きたいんですけれども、この移動支援は、主体はどういう方ですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 新総合事業における訪問Ｄ型と言われる高齢者の方向けの移送支援なん

ですが、地域住民を中心とした移送支援の取り組みになりますので、福祉有償運送等を想定してござ

います。 

○【藤田貴裕委員】 そういう場合は、あれなんですかね、使いたい人は登録するんですか。それと

も、この場合は登録しない人も事前にすれば使えるんですか。 

○【馬塲高齢者支援課長】 福祉有償運送を介護保険特会の中で新総合事業の一類型として入れてい

くということを考えてございますけれども、あくまでも道路運送法は遵守しなければいけませんので、

登録制というところは動かないところでございます。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 じゃ、使いたい人は、必ずその事業者に事前に登録をしていただかないといけ

ないという制約があるということでいいですね。わかりました。そうすると、結構周知は大変ですよ

ね。何か市役所ですとか、利用者の方もわかっていない人がいるんじゃないのかと、結構事業者から

怒られたりしますけれども、その辺の周知、あるいは利用方法ですね、こういうのをちょっと教えて

ください。 

○【馬塲高齢者支援課長】 こちらの介護保険における新総合事業は、基本的には、要支援の高齢者

の方を中心に制度設計がされてございますので、地域包括支援センターで要支援認定を受けた方を支

援していく際に、こういったサービスがございますということで周知をしていくことを中心に、まず

は取り組んでいこうかというふうに考えてございます。以上でございます。 

○【藤田貴裕委員】 こういうサービスがあるよということで、登録しないと使えませんよと、この

場合はそういう説明なんですかね。結構わかりにくいと思いますので、しっかりやっていただきたい

と思います。 

 それと、一般的な介護予防のことで聞きたいんですけれども、よく高齢者の皆さんから、マージャ

ンはやらないんですかと聞かれるんです。この議会でも何か質疑が出ていましたけれども、マージャ

ンはやらないんですか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 確かに、マージャンをやりたいという方の御意見等もお聞き

します。ただ市がマージャン教室をするということではなくて、住民主体のほうの活動の中に、ひら

や照らすですとか、ほかの団体さんのほうでも自由にマージャンができるような場所がございます。

情報提供という意味では、そちらのほうがなかなか市民の方々に届いていないという現状があるかも

しれませんので、情報提供を着実に進めさせていただきたいと思います。 

○【藤田貴裕委員】 そうですね。市内で結構独自の活動でマージャンってあるんですよね。市民が

知らないから誰も行けないんですよね。知っている人は結構行っているらしいんですけども。じゃ、

そういうのはどういうような周知をするのかを教えてください。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 地域包括支援センターは、地域に出向いていく活動が非常に

多くて、個別の支援もやっております。例えば要支援の方であっても、お伺いしますと、御自分で地

域の活動に出たいという方もおられますので、ケアマネジャーのほうにもそういったものを周知して
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いくということと、また、老人クラブですとか、ほかの団体さんのほうにもいろいろと接する機会が

ございますので、そういった場を利用して周知をしていきたいと考えております。 

○【藤田貴裕委員】 一般高齢者向けとかはどうなんですかね。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 一般高齢者につきましては、今、生活支援コーディネーター

等が、住民の活動グループを紹介できるようなリストをつくっております。そこには、マージャンで

すとか、作業をする畑の仕事だとか、いろいろな活動をしている団体のリスト化の冊子をつくってお

りますので、そういったものがどこでも見れるようなことで、一般高齢者には周知ができるかと思っ

ております。 

○【藤田貴裕委員】 できれば、市が積極的に、そういう広報というんですか、ぜひやっていただき

たいと思います。 

 他市は、確かに市でマージャン教室をやっているところは多分ないと思いますけれども。どこかの

やっている団体に委託というんですか、そういう形をして、相当楽しんでいただいているようですし、

手を動かしたり考えたりして、いろいろな効果があるというふうに聞いておりますし、何よりも楽し

いらしいんです。ぜひ国立市でもあったほうが、私はいいなと思いますので、そういうことをやって

いる団体があって、多分、自由に――自由にというか会員募集中だと思いますので、そういう広報と

いうのもやっていただきたいですし、せっかく、この住民主体による支援等補助金、６カ所ふやすわ

けですよね。ぜひ、そういうところなんかでも使っていただければいいんじゃないかと思います。 

 ６カ所、平成31年中にしっかりと見つかりそうですか。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 今、生活支援コーディネーターが地域を回っておりまして、

いろいろな活動団体に接触しております。また、今、自主グループの活動支援ということで、３年間

の補助という活動も引き続きしておりますので、その３年間の補助の後に、こういった通所の活動を

そのまましていただけるような団体ということでつなげていきたいと思っております。 

○【藤田貴裕委員】 じゃ、ぜひ、６カ所見つかるように努力をしていただきたいと思います。 

 それと、もう１個、訪問型のサービスはどういうことをやるのかよくわかりませんけれども、人に

よっては、大雪が降ったら自分で雪かきができないから、こういうのをやってくれると助かるんだけ

どなと、そういう声も結構聞こえてきます。この住民主体のＢ型では、そういう使い方もできるのか

聞きたいと思います。 

○【葛原地域包括ケア推進担当課長】 そういった活動も想定内に入っております。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。結構です。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、何点か質疑させていただきます。 

 国民健康保険の中の414ページ、415ページ、保険給付費の中で、平成31年度当初予算、47億9,271

万円で、経年比較でいきますと、平成30年度が47億6,880万円と多少伸びていると。平成29年度は50

億を超えて、50億8,583万9,000円というふうにして、ちょっと減ってきているのかなと思いながら、

平成30年度の当初予算と比べるとふえているというような御説明がありました。その主な要因は、１

人当たりの医療費がふえているということで簡単に御説明があったんですが、それが、どういった具

体的な要因なのか、どこまで詳しく分析されているのかをお伺いいたします。 

○【吉田健康増進課長】 こちら、予算額につきましては、過去の経年推計等をはかりまして、そち

らから計上させていただきますとともに、被保険者数の減少を見込んでおります。 

 疾病傾向につきましては、今まで、費用額が高い順とかいろいろやっていたんですが、ここで１つ
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だけ御紹介させていただきたいのが、年齢区分別ということで、ゼロ歳から24歳の若い世代について

は呼吸器系の疾患が多い。ぜんそく等になります。25歳から59歳は稼働世代のところなんですが、１

位を占めているのが精神及び行動のしょうがい、鬱病等という状況になってきているのが現状となっ

ております。また、60歳から69歳、こちらは新生物。それと、70歳から74歳、こちらが循環器系の疾

患。このような形で区分別になって１位を占めている状況がございます。 

 このようなことから、被保険者数が減りつつも、入院等、こちらはやはり新生物が多いんですが、

こちらが占めていると。高齢の方の加入世帯数が多いというところから医療費の傾向を出させていた

だいているという状況です。 

 また、医療費の適正化につきましても、糖尿病重症化予防を行いつつ、高齢の方、比較的年齢が高

い方について適正化を図っているという状況でございます。 

○【稗田美菜子委員】 御丁寧にありがとうございます。年齢区分別といったところで、初めて、今、

整理して伺いましたけれども、ゼロ歳から24歳までが呼吸器疾患が多いと。25歳から59歳までが鬱病

などの精神疾患、それから、60歳から69歳が、新生物だから、がんですよね。それから70歳以上が循

環器といったことで、こういうふうにして、病気、疾病について年齢別で区分をしてみると、一番多

いのが見えてくると。そうすると、今、糖尿病の予防のための策を講じているとありましたが、こう

やって、順番に、分析を細かく、決算委員会の中でも細かく分析されているのはよく存じ上げており

ますが、その分析をどういうふうにして予算に生かしていくかということが大事なのかなと思います。 

 今ここで、せっかく、このように分析をしていただいているんですが、これが本予算の中でどうい

うふうに反映をされていたり、加味されているのか。また、こういったデータの分析が予算を組み立

てていく間で、組み立てている中でどんなふうに活用されているのか、お伺いいたします。 

○【吉田健康増進課長】 実際、予算の額につきましては、保険給付費のほうからの推計ということ

になってまいります。ただ、この中身といいますか、こちらについては、予算時だけではなくて、決

算、もしくは途中傾向につきまして、国保データベースシステム等を見ながら、どういう傾向がある

のか。また、毎月の支払い額を見て、前年同月よりも多くなっている場合、どういう疾患が出ている

のか、こちらについては、常に毎月、傾向を把握させていただいているという状況でございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。予算については推移で判断していると。ただ、毎月の中で分

析をしっかりしていただいているというふうに理解はいたしました。 

 これは、要望にしておきますけれども、ぜひ事業展開ですね、ここまできっちり分析をしているわ

けですから、こういう疾病が多いと。そのためには市としてどういう事業展開が必要なのかと、その

ためにどういう予算が必要なのかという形につながっていくことが、多分、一番いいと思います。今

がつながっていないということではないんです。今、一生懸命、毎月の中で分析をしていますと。そ

の分析が課題抽出につながって解決につながるという次のステップに、もう一歩踏み込んでいただき

たいということを要望したいんです。いかがでしょうか。 

○【吉田健康増進課長】 先ほど悪性新生物と出ています、こちらは保健センターのほうで、がんの

健診等に力を入れている状況もあろうかと思います。こういった形での健康施策もしくは重症化しな

い予防施策等について、これから取り組んでまいりたいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。しっかり取り組んでいただくよう、重ねてお願いを申し上げ

ます。 

 それでは次に、下水のほうでちょっとお伺いいたします。大変申しわけありません、下水じゃなく
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て国保のほうでもう一点だけ。428ページと429ページの保険事業の中で人間ドック委託料があります。

この人間ドック委託料が、平成30年度に比較して約100万減額されているんですけれども、これは何

でなのか、お伺いいたします。 

○【吉田健康増進課長】 こちらにつきましては、被保険者数の減少を見込んで、過去の実績からそ

こを算定して予算計上しているという状況になります。１回につき２万円の補助になっておりますの

で、単純に人数を推移しているという状況でございます。 

○【稗田美菜子委員】 そうだと思うので、ここから先の後期高齢者、次に移行した先に反映してい

ただけると大変ありがたいなと思います。それも要望させていただきます。 

 それでは、下水道特別会計のところでお伺いいたします。下水道特別会計は、地方公営企業法適用

業務委託を、ここ平成28年度からですか、行って、４年間で移行して、32年度に完全移行というふう

にして。今回も平成31年度までの債務負担行為の計上が480ページに書いてあります。ここは平成30

年度の予算委員会の御答弁の中ですけれども、28年度には基本計画の策定、29年度から31年度で調査、

それから資産評価、減価償却費の算定。31年度で会計システムの導入と試運転で32年４月１日から完

全運用開始というふうな御答弁がありましたが、このスケジュールでいいのかどうか、お伺いいたし

ます。 

○【蛯谷下水道課長】 手順につきましては、今おっしゃっていただいたとおりの手順で進んでござ

います。 

○【稗田美菜子委員】 そうしますと、システム導入が31年度で試運転もすると書いてあるんですが、

それと同時に、調査等、資産評価、減価償却も31年度に入っているんですね。これはことし１年間の

中で全部完了するのかどうか、お伺いいたします。 

○【蛯谷下水道課長】 31年度中に全て完了させます。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 ぜひ完了させてください。よろしくお願いします。 

 この後、これができ上がった後に固定資産台帳がきっちりでき上がってくるのかなと思うんですが、

そうじゃない限り、公会計が導入されませんので見えてこないところがあると思うんですけれども、

これより前の段階できちんと整理ができるのか、それとも、この公会計が導入される平成32年４月１

日の段階できちんと整理ができるのか、お伺いいたします。 

○【蛯谷下水道課長】 公会計の移行する32年４月１日以前には、それまでの固定資産台帳は完了さ

せます。その後につきましては、毎年度毎年度、新たなものが加わってきたり、減価償却が減ってき

たりしますので、その都度、データの書きかえをさせていただきたいと思っております。 

○【稗田美菜子委員】 じゃ、空白期間がないといったことで理解をいたしました。しっかり進めて

いただければと思います。 

 そうしましたら、戻りまして、出産育児一時金のところでちょっとお伺いいたします。国民健康保

険のところです。他の委員も御質疑があったんですけれども、実際のところ、この出産育児一時金と

いうのは、確かに出産費用に充てている場合が多いですし、そのために病院で精算していただくとい

うシステムができると思うんですけれども、もともと、この出産育児一時金というのは、お祝い金の

ような、産後の育児の中で使っていただきたいという目的でつくられたというふうに記憶しているん

ですが、どうだったのか、確認のため、お伺いいたします。 

○【吉田健康増進課長】 済みません。もとの法の施行の趣旨が、ちょっと手元に資料がないんです

が。お答えができない状態です。 
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○【稗田美菜子委員】 わかりました。お祝い金の側面もあったというふうに私自身は記憶している

んです。もちろんここは給付事業ですけれども、これと同時に、今あるのは、この範囲内で出産でき

る病院がなかなか少ないと。個人のクリニックだったりすると、例えば、個室じゃないと産めません

よとか、あるいは無痛分娩が一緒にくっついていますとかというふうになると、言い方があれかもし

れませんが、オプションのようなものですよね。プラスアルファのところがふえていくことによって

金額が加算されるということが多いと。そういう選択肢は確かにふえているんですけれども、純粋に

普通分娩だけができる、分娩ができる施設が純粋に少ないので、それをぜひ、国立市内の中において

も少ないんですよね。国立市は近隣市であるので、まだ大丈夫だと思いますけれども、23区にまで行

くと本当に出産する病院を探すのが大変なんですね。そうなると、多摩は全体でもそうだと思います

が、出産できる病院をしっかりふやしていっていただきたいと思うんですけれども、そういったこと

を…… 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。上村委員。 

○【上村和子委員】 私は、今回、ソーシャルインクルージョンをテーマに、具体的に、各予算で何

ができるかというところをお聞きしています。まさしく、特別会計、国保、それから介護保険、後期

高齢者、全てそこにつながってくるものですが、一般質問の中で、答えをまだ考えたことがないと言

われるテーマがありました。それは、生まれるから死ぬまでを地域で取り戻す、在宅で取り戻すとい

うことが必要になってきているのではないかと。それをトータルでつなげて考えていく哲学は国立市

にあるのかということを問うたわけですが、市長から、それは新しい課題だから今後の研究課題にし

たいということをおっしゃっていました。先日、私、ちょっと別の用で行けませんでしたけれども、

国立市で開かれたシンポジウムは、市だけをポイントにされておられますけれども、生まれるもそう

なんですけれども、そういったビジョンというものについて、その後、研究は進みましたか。そして、

いろいろな予算には反映されたんでしょうか、お伺いします。なければ、市長のビジョンの段階で結

構です。 

○【永見市長】 具体的に、今回の予算で、その部分というのがここですよということは反映されて

いるところはありません。個別的、具体的に。 

 じゃ、どう考えるのかと。おとといのシンポジウムでも、地域の中で生まれるということはどうい

うことなんだろうかと。それで、地域の中で死ぬってどういうことなんだろう。そこに専門職以外が

地域がかかわるということが、どういうことが意味があるのかということを、やはり詰めていかなけ

ればいけないでしょうという御意見がパネルディスカッション等の中で闘われました。 

 ただ、そのことで、例えば地域で死ぬということ１つとってみても、そのことを支える体制とか意

義というのを、どういうふうにベースの中で理解し合っていくかという非常に難しい課題があります。

それは、例えばアンケートなんかをとってみてもわかるんですけれども、死という問題を考えたとき

に、地域あるいは家庭……（「短く」と呼ぶ者あり） 

 短く。じゃ、家庭で死ねる人はいいわよねというふうに言う方もたくさんいらっしゃいます。その

とおりです。そうすると、じゃ、それを支えられる地域をどうつくるのかということ、これは 後、

僕のほうにぶつけられた質疑が、地域包括支援センターというのはあったけれども、じゃ、在宅療養、

看護支援センターというのは、市内に１個あれば足りるはずだから、そういうものをきちんとつくる

ことはできないんですか。そういうシステムづくりの中で、地域でみとりを支えていくみたいな、そ

んなことを考えていく必要があるんじゃないかとか、さまざまなことを議論させてもらっています。
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そんなことを少し考えていきたいなと思っております。 

○【上村和子委員】 実は、これは矢島床子さんと、新田先生と、佐藤有里さんの対談をまとめられ

た本からとりましたけれども、私はこの何年か、矢島助産院の矢島先生とか新田先生とか、個別にず

っとお話をする中で、助産院の考え方と在宅の終末医療をやるお医者さんと似ているなというふうに

すごく思います。それはもう人間が生まれるということと、人間が死んでいくというものを、やっぱ

り取り戻していくときに、今、来ていると。それは、制度的にも、もうそうならなければ、この超高

齢化社会というのは乗り越えられなくなっていると思うんですね。やっとここに来て、国の法律とか

国の方針も含めて、そのことを一緒に考えられるときが来たんだというふうに思うわけです。 

 これは平成30年３月の厚生労働省の人生の終末期における医療・介護のあり方という地域医療のあ

り方についての調査結果報告、これで、国民の75％が、人生の 期は自宅で送りたいと考えていると、

それが出ました。それは医療関係者も同じぐらいの割合です。ちょっと前までの調査では、そんな結

果は出ていなかった。一番多かったのは病院で死にたいだった。それが、明らかに平成30年３月では、

後は自宅だと。その理由は、自分が住みなれたところで逝きたい。それから、 期まで自分らしく

生きたい。 期は家族とともに生きたい。そういう全く素直な思いなんです。じゃ、それの阻害要因

は何かというと、経済的な問題や、家族に負担がかかるということでできないだろうと思っていると。 

 やっぱりこの人間の素朴な思いを実現できる政策をつくらなければいけないということで、国の法

律も変わって――法律が変わったのかどうかはわかりませんが、仕組みを今変えようとしているわけ

で、国立市も、まさしく、それを今取り戻そうとしているわけだと思うんですよね。 

 そのときの１つとして、今回、私もちょっと高齢者の１人の人のケースのもとでかかわりました。

521ページの認知症高齢者生活見守り事業というのが出てまいりました。これは、地域、在宅、末期、

終末を地域で支えようじゃないかという新たな試みです。10人の方を対象にしているということです。

こういったものを、私は、キーワードは諦めないで済む社会をつくるということなんじゃないかなと

いうふうに思います。介護保険も国民健康保険も、病気とか介護が必要という視点を持っているけれ

ども、実は、保健的には健康になることを絶望してしまった高齢者に対して、 期まで健康というの

は希望を持てると。病人のまま生きることはないとか、病気であっても、楽しく、わくわくするとい

うことがかち取れるんだとか、やっぱり絶望しなくていい社会を今からつくるんだということでの各

種政策がつくられているんだというふうに思うんです。 

 ですから、国立市で、私は、助産院という場、助産院はすごいと思いましたのは、24時間365日、

人を切らしたことはありませんと、場が必要なんですと。夜中に駆け込める場所が必要なんですとい

うことをおっしゃっていました。それを50年間やってきたと。それで、実は私が支援している女性の

被害者の人たちも、夜中で、おっぱいが張って熱が出てたまらないというときに、すぐその助産院に

駆けて助けていただきました。 

 医療じゃないけれども、産むということがそこまで人を助けられるということに気づくことであり、

死ぬということも、私たちが隣人として見守れると。私はその１人の方を見守って、当たり前に人は

家で死ねるんだなということを実感いたしました。そういう、私たちは自然に産むこともできるし、

死んでいくときにも死んでいく力というんですか、自分の意思で死んでいく力、みとっていく力があ

るんだという哲学を、もう仕組みはでき上がっているんだから、あとは国立市として、その哲学をも

っとわかりやすい言葉で、１つのアピールをしてもらいたいと。市長は、まだ具体的に、生まれるか

ら死ぬまでというのを、在宅で、地域でということを考えていないとおっしゃいましたけれども、政
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策的には、もう個々でき上がっています。それぞれの答弁を聞いても、現場ではやってきておられま

す。御自分たちがやってきたことを全部足し算すれば、安心して家で産めて、そして、安心して家で

一人でも死んでいけるし、家族がいても、安心して地域の中で全うできるんだと、 期は自宅で逝け

るんですと、御自分の人生を歩けばいいということは言えるわけですよね。だから、そういうことを、

もう一歩、先を進んでやってみてもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 私の質疑が抽象的過ぎるかな。 

○【永見市長】 私が、そこは統一した市民理解がなかなか得られていないということを申し上げた

……（「得られないですか」と呼ぶ者あり）得られていないというのは、これは一昨日のシンポジウ

ムでありましたけども、公立福生病院の、人工透析をやめるか、やめないかという、そこにおける死

生観とかという問題が、どういうふうに考えて整理していくのかという非常に難しい問題があります。

ですから、そういうことと今おっしゃったことをどういうふうにつなぎあわせていくのかを今考えて

いるということでございます。 

○【上村和子委員】 常に中心は御本人です。御本人の意思決定支援というものは、死の選択すら本

人にあります。だから、本人の意思決定支援を本気でやっていくと、私は医療費も結果的には少なく

済む、そういうまちになるんだと思います。 

○【望月健一委員】 マージャンはやってますね。私も触れようと思ったんですけど、他の議員さん

がやったと思うので、一言だけ。これは前も御紹介させていただいたんですけど、マージャンの教室

の先生が、介護４のパーキンソンの方で、歩くのもおぼつかない方なんですけども、その方がマージ

ャン台を自作し、先生もしている。その生徒さんが御夫婦で来ていたんですけども、旦那さんのほう

が認知機能が低下していて、若干介護が必要な状態でした。だけど、認知症の症状が進んでいるんだ

けども、昔覚えたマージャンだけはできて、御夫婦ともに楽しんでおられるということをまず紹介さ

せていただいて、例えば今の理念とか言えば、支える、支えられるというのは大変流動的だと思うん

です。地域包括ケアというのは、そういったものを固定するものではなくて、体の機能が衰えても、

実はほかの方のために寄与することができる。これが多分、地域包括ケアの理念の１つだと思います。 

 私は、もう既に理念は打ち出されていると思うんです。佐藤前市長が打ち出された365日24時間安

心安全の地域包括ケアだと思います。これを全ての市民に対して適用していく。高原委員なんか、全

世代型の地域包括ケアということで御紹介しておりますが、まさにそのとおりで、その理念をしっか

りと高齢者、子供、全ての市民に対して地域包括ケアという概念をしっかりと、お互いを支え合って

いくと、そういったことを具現化していく、私はそれが地域包括ケアだと思います。 

 それを、今度は抽象的な議論から具体的な議論に移します。先ほど住友委員さんが質疑された、24

時間看護と介護の体制をしっかりと構築しなければ、在宅など難しいというのは当然だと思います。

その中で、核となるのはかかりつけ医の存在です。といっても、24時間かかりつけ医の先生ができる

わけもありません。なので、国立市に多くある専門医の先生方と、何名かいらっしゃる、いわゆる訪

問をやってくださる、在宅をやってくださる先生方を結びつける仕組み、先ほど市長もおっしゃって

いました在宅看護支援センター、これは行政でやるのか、委託するのかわかりませんが、私はこれを

何らかの形で実行に移していければと思いますが、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。言われますとおり、在宅で行うときに、

かかりつけ医と訪問診療医というのがつながっていないと、地域で24時間体制というのはなかなか難

しいという話も医師会の先生方ともお話をしております。やはり、そういった機能というか、仕組み
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ができることが今後非常に求められるもので、これに向けて、医師会も市も一緒にやっていこうとい

うようなスタンスで、在宅療養推進連絡協議会ですとか、医師会がやっております在宅医療連携部会

等に反対に市がお邪魔させていただいて、検討してまいりたいと思います。 

 その先に、市長が言いましたように、在宅医療介護支援センターというか、緩和ケアができるよう

な拠点というのが、市がどのような形で設置等をしていくかということも見据えた上で、今回、医療

計画のほうも策定いたしましたので、その先にというところでは検討していきたいと思っております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。緩和ケアのお話も答弁に出ましたけども、当然、この

地域包括ケアは高齢者の皆様だけのものじゃなくて、シンポジウムで紹介されておりましたけども、

例えば、がんの方が自宅でなった場合どうするのか。介護保険が必要でございます。また、自宅に戻

った場合のケアをどうするのか、疼痛ケアをどうするのか、家族のケアをどうするのか、そういった

ものもトータル含めて、行政ができる範囲も限られておりますが、それは、私はハブだと思います。

それを結びつける役割、国立に多くある訪問看護ステーションとかを結びつける中で、少しでも御本

人、そして御家族が納得いける、自分の意志を尊重される、また、地域で生活できる仕組み、生活を

支える医療、また介護、実現していただきたいと思っております。 

 これも他の委員さんの質疑の中で出たんですけども、関心が高い方、一般高齢者向けの健康づくり

事業の委託に関連するんですが、無関心層に力を入れるとありました。やはり、今後は関心がある層

のみならず、そういった別の層に対してもしっかりと力を入れていくべきだと思いますが、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。無関心層への働きかけということで、３

つほど考えておりますけれども、まず１つは口コミで、効果があるというところでは、保健センター

が今養成しております健康づくり推進委員さんですとか、包括のほうでやっておりますフレイルサポ

ーター等々が市民から市民へ伝えていくというのが１点でございます。 

 もう一点が、地域活動をしている団体、その団体はいろいろな活動をしておられると思うんですけ

れども、違う目的のところに周知に行くというところで、団体様のほうにも働きかけをしていくとい

うことがございます。 

 ３つ目が、反対に個別でどこにもかかわらない方、やはりいるかと思いますので、そういった方に

は高齢支援課のほうでやっております自立のアンケートですとか、そういったことから切り口に、個

別のアプローチも考えていきたいと思っております。 

○【望月健一委員】 ありがとうございます。特に男性ですよね。先ほどのマージャンの話ではない

ですけど、男性を引きつけるような地域活動の講座を特に伸ばしていただきたいと思います。 

 では、次、予算書の429ページ、糖尿病重症化予防対策についてお伺いします。他の委員さんの質

疑の中で、治療を中断した場合の受診勧奨、また、過去のプログラム参加者に対して、民間を活用し

たフォローアップ指導を行っていきたいといった答弁もございましたが、このほか、保健センターが

考える糖尿病重症化予防に関して取り組むつもりはないでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 国民健康保険係のほうで実施しています、糖尿病重症化予防のほか

にも、保健センターで各種健康相談事業を行っております。ゴー！５！健康大作（削）戦であります

とか、血管長持ち大作戦でありますとか、糖尿病の方がいらして、丁寧に、検診結果の見方から生活

の過ごし方と、詳細にお話しさせていただいております。個別相談の担当者には、糖尿病療養指導士

の資格を持った者もおりますので、配置しながら丁寧な対応を心がけているところでございます。 
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○【望月健一委員】 保健センター、そして国保の係の方には本当に感謝したいんですけども、ぜひ

とも民間、そうした保健センターが力を合わせてリンクする中で糖尿病重症化予防対策を行っていた

だきたいと思っております。 

 次、これも特定健康診査で、受診率向上を図るために、未受診者対策、これは民間を活用してほし

いと以前要望した記憶もあるんですけども、そうしたことで何か効果が上がっておるでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 平成29年度から民間業者に委託しまして、個別の受診勧奨通知を発

送いたしております。まだ30年度は結果が出ておりませんが、29年度に関しましては、受診率は

47.8％と、前年度より0.5％上がりました。第３期特定健康診査計画では、毎年0.6％ずつ受診率を上

げていく予定で考えておりますので、さらにこちらのほう、力を入れて努めてまいりたいと思います。 

○【望月健一委員】 0.6というとなかなか少ないのかなとも思うんですが、人数に直してみると、

結構、たしかあると思うんですが、人数出ますか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 国民健康保険に加入されている方々の出入り、他の保険に入られた

りとかっていうようなところで、ちょっと移動があるということで、なかなか難しい部分はあるんで

すけれども、大体１万2,000人の被保険者対象者の方ということになりますので、１％は120人ほどと

いうことになりますので、0.5％だと60人ぐらいという形になります。 

○【望月健一委員】 なるほど。わかりました。ありがとうございます。 

 先ほどゴー！５！健康大作戦という答弁がありましたけども、一番 初の質疑に戻って、私はかか

りつけ医さんを各地域に派遣していただきたいと思っております。それで、どういった介護が受けら

れるか、どういった医療体制なのか、そういったことをお医者様から受けるということはできないで

しょうか。 後にちょっと短く。 

○【橋本健康づくり担当課長】 医師の派遣というところでは、なかなか普段の診療行為がお忙しく

ていらっしゃいますので、そうたやすくお返事はできないのかなとは思いますが…… 

○【大谷俊樹委員長】 時間です。渡辺委員。 

○【渡辺大祐委員】 大変恐縮な思いではあるんですけども、今、望月委員から受診勧奨の話が出ま

したので、私も関心を持っていたポイントでありますので、引き続き質疑をさせていただきたいなと

思います。 

 先ほどの御答弁の中で、0.6％、100人に満たない60人ぐらいの数だというようなこと、２つとして

は29年と30年度実施をしていて、30年度はまだ数字がわからないということが１つ前提にあると思い

ますけれども、この中で、まず民間さんに受診勧奨をお願いして、30年度もこれから数字が出てくる

という中で、当局としては民間さんに受診勧奨をお願いすることで、どういうふうにいけるかなとい

うイメージは持たれていたと思うんですけども、そこのイメージと実際にやってみた感触、どういっ

た違いがあるのかを教えてください。 

○【橋本健康づくり担当課長】 先ほどの説明では不足している部分がありますので、つけ加えさせ

てください。29年度に実施しましたことは、ソーシャルマーケティングの手法を用いて行うというと

ころでございまして、この５年間、全く未受診だった方々は大体5,000人ほどいらっしゃったんです

けれども、そちらの方で、不定期、あるいは毎年受けられている方、そちらのほうのグループは４つ

のグループに分けまして、計５種類の、はがきの内容を変えまして、送っているところでございます。

未受診者、こちら、例えば前年度末に引っ越しで加入されまして、29年度が初めてだったという方も

含まれるところではあるんですけれども、未受診者グループの受診率は10.9％ということで、ずっと



－ 244 － 

受けてなかった方々が500人ほど受診されたという形になりますので、なかなか手応えはあったかな

とは思っています。 

 やはり、何が一番違うかというと、行政のほうでつくるチラシだとかはがきとか、全然おもしろく

ないものなんですね。自分で言うのも何ですが。そこを、ピクトグラムであるとか、30年度はモデル

さんの写真になって、パソコンでちょっと修正をかけて、もうちょっと白髪を多くしてくださいとか、

そういうふうにいろいろできるんですね。そういったことを行政の職員がやるとなると、ものすごく

時間がかかります。人的な部分でも大変メリットがあったかなと感じております。 

○【渡辺大祐委員】 示唆深かったのは、まず１つ、未受診、受診されていない方の中でどういうく

くりができるのかという、ゾーンを分けたということですね。これが１つ。特に一番低かったところ

の中では、10％受診をしてもらったというところに手応えを感じたと。その理由、今、多分かなり御

謙遜をされて、チラシの内容だけだったかなと思うんですけど、実際に、確かに印刷物１つをどうい

うふうにつくっていくのかというのも、特殊な技術というか、知見が必要だと思いますので、これ全

てを市役所の職員さん頼みにやっていくことは難しいというのは、もちろん、おっしゃっている点は

わかります。その上で、ノウハウを持っていらっしゃる方にお願いをしていくということは１つある

と思うんですけども、今お願いしている民間の業者さんというのは、別にチラシを上手につくるだけ

じゃないですよね。そのアプローチの仕方も大変上手にやっていらっしゃるんだと思いますけど、そ

の辺はどういったものになっているのか教えてください。 

○【橋本健康づくり担当課長】 全国的にソーシャルマーケティングの手法を使って行うというよう

な業者さんとして有名なところではあるんですけれども、セグメントをするときに、ＡＩも使って区

分けできるというところも、１つ特徴でございます。 

○【渡辺大祐委員】 ありがとうございます。多分、会社名とか申し上げづらいところがあるので、

幾つか、あの会社かなと思うところはあるんですけど、できれば社名に触れないで気をつけてやって

いきたいと思います。１つ私が思ったのは、今は民間さんにお願いをしていって、市役所と民間企業

さんと役割分担をしていく中で進めて、受診をしていただく割合をふやすという目的を達成する手法

自体はすごく歓迎すべきものですし、引き続きやりとりを続けていってほしいなと思います。 

 その中で、かつてと言うほど昔じゃないですけど、１年ぐらいになりますかね。私、一般質問の中

で、ソーシャル・インパクト・ボンドというものを取り扱わせていただいた中で、いわゆる民間さん

との業務委託をする契約の手法の一部に、成果連動という要素を含んでやるという考え方があるとい

うのを取り扱わせていただきました。そのときは、八王子市の大腸がん検診の受診勧奨というのをた

しか例に取り扱ったんじゃないかなと記憶していて、契約のほうでは、研究しますみたいなお答えを

いただいていたような記憶があるんですけども、その後、本当に研究ってしていただいているんです

か。契約の手法で、成果連動という仕組みを契約に盛り込むという視点での研究というのは本当にし

ていただいているんですか。 

○【津田総務課長】 契約の手法ということで、研究ということで、そのような状況があるというこ

とは認識しておりまして、まだ、具体的な中身までというところには至っておりません。ただ、プロ

ポーザル方式だったりとか、あと、事業者提案制度とか、あるいは総合評価方式とか、さまざまな、

いわゆる競争入札以外の契約手法というのはあることが１つありますし、まずは、事業を進めるに当

たりまして、どのような契約手法を進めていくのか、あるいは、そういうのも含めてですけれども、

財以外にも付加価値をどう生み出しながら事業全体を考えていくというのは、主管課の考え方という
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部分もあるかと思いますので、その部分は引き続きサポートしていけるような体制はつくってまいり

たいと考えております。 

○【渡辺大祐委員】 総務課長、ありがとうございます。今御答弁いただいた内容をそのままお返し

したいぐらいの気持ちで、であるならば、主管課から例えば１つの選択肢として、成果連動という考

え方を模索したいと言われたときに、すぐ対応できるように、すぐ準備していただきたいんですけど、

いかがですか。選択肢は持っておいたほうがいいんじゃないですか。 

○【津田総務課長】 そのような形で進められるよう、頑張ってまいりたいと考えております。 

○【渡辺大祐委員】 今、主管課にもというような御意見を伺っているところなんですけども、必ず

しも成果連動が全てだとは思っていないです。今の普通の業務委託という形の契約でも結構だなと思

うんですけども、やっぱりある壁を超そうとしたときに、それ以上のインパクトって、その人が何を

モチベーションに頑張るのか、何のために仕事をされているのかというところを刺激する１つの手法

になるんじゃないかなと思うんです。その点で、既に八王子市はホームページでも、こういう契約書

で、成果連動で契約を結んでいますというのをテンプレートで出していらっしゃいます。そういった

ところを、今のテーマですと受診勧奨のところになりますけども、ぜひ、これを参考にしていただい

て、今の契約のあり方、パートナーシップの結び方でいいのかというところは具体的に検討してみて

いただきたいなと思うんですけど、主管課はいかがお考えでしょうか。 

○【橋本健康づくり担当課長】 この受診勧奨の事業にするのか、あるいは、もっとほかに革新的な

事業をしていったほうがいいのかとか、いろいろ検討していかないといけないのかなと思います。た

だ、経済財政諮問会議の中身も見ましても、やはり厚生労働省だけの仕事だけではなく、経済界とも

いろいろうまくつながりあって、よくしていかなければいけないんだろうなというような思いではい

ます。市民の方の健康増進を中心に置いていろいろ考えていかなければいけませんが、民間業者と行

政のほうでウイン・ウインの関係がどうやったらつくれるのか、どういう指標がいいのか、いろいろ

研究していかないといけないなと思ってはおります。 

○【渡辺大祐委員】 いや、だからこそ、この選択肢をちゃんと持てるように準備をしていただきた

いというのが１つの意図です。僕は八王子市さんに視察に行かせていただいたことがあるんですけど、

そのときおっしゃっていたのが、やっぱりまず成果連動という変動する要素をどういうふうに押さえ

るのかというのを定めるのにはすごく苦労したとおっしゃっていました。それを含めてホームページ

に公開されているというところはしっかり研究してください。 

 もう１個は、受診率が向上するということは、やっぱり地域のお医者さんたちに協力をいただかな

きゃならんという点で、医師会にも相当相談に行かれたというようなお話でした。ですので、受診率

が向上する、その受診した結果を住民が知ることで、健康を維持するための次のステップにつながっ

ていくわけですから、そこを促進するためのプロセスで、まだ市役所にやれる要素はあるんだという

ことだと私は思います。ですので、改めてそれは、今の民間事業者さんとの関係性も含めてですけれ

ども、しっかりと、今のままでいいということはないと思いますので、この関係性をさらに強固なも

のにしていくためにも、しっかり調査をしていただきたいと思います。その上で、受診率が向上して

いった結果、次に対応しなければならないものがありますから、そこに向けて頑張ってください。 

○【大谷俊樹委員長】 以上で質疑を打ち切ります。 

 討論は省略し、直ちに採決に入ります。 

 お諮りいたします。まず、第17号議案平成31年度国立市国民健康保険特別会計予算案に賛成する方
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の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、お諮りいたします。第18号議案平成31年度国立市下水道事業特別会計予算案に賛成する方

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、お諮りいたします。第19号議案平成31年度国立市介護保険特別会計予算案に賛成する方の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 後に、お諮りいたします。第20号議案平成31年度国立市後期高齢者医療特別会計予算案に賛成す

る方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、本会議から付託されました平成31年度の各会計予算案５件について、審査が全て終了いたし

ました。 

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

○【大谷俊樹委員長】 これをもって、平成 後の予算特別委員会を散会といたします。ありがとう

ございました。 

午後３時７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１１日 

 

 

 

    予 算 特 別 委 員 長       大  谷  俊  樹 
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