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○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 陳情第１号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳

情 

(2) 第１号議案 市長等及び教育長の給与の特例に関する条例案

(3) 第４号議案 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例案 

(4) 第11号議案 平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案

（歳入のうち所管する部分、議会費、総務費、消防費、教育費、諸支出

金） 

(5) 第21号議案 国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例案 

(6) 第22号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

(7) 第23号議案 平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案

（歳入のうち所管する部分、議会費、総務費、民生費、教育費） 

２．報告事項 

(1) 第５期基本構想第２次基本計画策定方針について

(2) 上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて

(3) （仮称）国立市文化芸術推進基本計画（案）について

(4) 国立市生涯学習振興・推進計画（案）について

審  査  結  果  一  覧  表 

番 号 件 名 審 査 結 果 

陳 情 第 １ 号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出す

ることを求める陳情 

３１.３.１３ 

採    択 
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番    号 件           名 審 査 結 果 

第 １ 号 議 案 市長等及び教育長の給与の特例に関する条例案 ３１.３.１３

原 案 可 決 

第 ４ 号 議 案 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案 

３１.３.１３ 

原 案 可 決 

第１１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

（歳入のうち所管する部分、議会費、総務費、消防費、

教育費、諸支出金） 

３１.３.１３ 

原 案 可 決 

第２１号議案 国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部を改正する条例案 

３１.３.１３ 

原 案 可 決 

第２２号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 ３１.３.１３ 

原 案 可 決 

第２３号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

（歳入のうち所管する部分、議会費、総務費、民生費、

教育費） 

３１.３.１３ 

原 案 可 決 
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午前１０時開議 

○【髙柳貴美代委員長】 おはようございます。本日は、この期最後の総務文教委員会となりました。

この２年間、委員の皆様方、また行政の職員の皆様方には、スムーズな委員会運営が行えますように

大変な御協力をいただきましたこと、本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから総務文教委員会を開きます。 

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

 議題(1) 陳情第１号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、議題に入ります。 

 初めの議題であります陳情第１号の審査に入る前に申し上げます。本陳情に係る個人情報の取り扱

いにつきましては、十分御注意いただきますようお願い申し上げます。 

 陳情第１号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国に提出することを求める陳情を議題とい

たします。 

 陳情者から趣旨説明とお手元にございますとおり、資料配付をしたいとの申し出がありますが、こ

れを受けることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。なお、趣旨説明は簡潔にお願いいたします。 

○【内田智子陳情者】 こんにちは。皆様、初めまして。このたび国立市議会第１回定例会に陳情さ

せていただいた者です。本日はこのような機会を与えてくださり、まことにありがとうございました。

深く御礼申し上げます。 

 まず初めに、私たちの紹介をさせていただきます。選択的夫婦別姓を待ち望む個人が、ミクシィや

ツイッターなどのＳＮＳでつながり、選択的夫婦別姓がないことの不便や偏見を情報交換し始めたの

がその起こりです。政治に詳しいメンバーはおらず、むしろ選挙には行くけれど政治にはほとんど興

味がない素人ばかりの集まりでしたが、情報交換の末、選択的夫婦別姓を法制化に進めるには、自治

体に訴えるという方法があるとわかりました。 

 そこで、中野区の有権者たちが、まず区議会に陳情、昨年12月に選択的夫婦別姓の導入を求める意

見書となって国へ提出されました。中野区に続いて府中市でも意見書を提出しています。この３月１

日には、文京区議会に提出された本件の請願書は、自民党、公明党、共産党を初めとする６名の紹介

議員を得て全会一致で採択されています。それに続くべく、地元の議会に意見書提出を望む陳情を出

すことを目標にしています。なぜなら、私たち市民ができることは、私たちが国や議会に意思表示で

きるたった１つの手はずだからです。 

 そこで、今回本制度を待ちわびて20年を超える私自身が、青春のいっときを過ごしたこの思い出深

い国立市でも取り上げていただきたく、陳情させていただきました。 

 では、選択的夫婦別姓についての説明は、配付資料のとおりでございます。その中から誤解や心配

が多い２点について説明いたします。 

 １点目、子供の姓について。96年、自民党政権下での答申に記載がございますとおり、子供の姓の

つけ方は現行法と変わりません。現在論じられております選択的夫婦別姓では、戸籍法第６条により、

子供の姓は婚姻時に決める筆頭者姓が子供の姓になります。現行法と何も変わりませんので、ぜひ法

務省のサイトにて御確認ください。 

 いかんせん、それこそ私たちの望みである国会審議を進めることは、むしろ答申をとめた理由を知
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りたく思います。 

 ２点目、子供への影響について。現在でも養子縁組や里子により、兄弟で姓が違っていたり、両親

のどちらかと姓が違う子供は、既に存在しております。また、事実婚夫婦や国際結婚夫婦の子供も両

親のどちらかと姓が違います。婚姻する夫婦の３分の１が離婚し、また婚姻するカップルのどちらか

が再婚というケースは、全体の婚姻数の４分の１に上り、ステップファミリーも珍しくありません。 

 そうした中で、別姓親子や別姓夫婦の子供への影響を御心配なさるとすれば、既に現行法での事案

であり、選択的夫婦別姓が法制化された後に突然起こる心配事ではございません。どんなバックボー

ンを持つ子供であっても、平等に、公平に扱うのが大人としての立場ではないでしょうか。 

 また、日本の家族のあり方について議論が不足しているという方もいらっしゃいますが、前述のと

おり、既に日本における家族の形態は多様であり、そのあり方を議論するのであれば、選択的夫婦別

姓法制化後に限ってのことでありません。 

 なお、有名な親子別姓、兄弟別姓の方といえば、現首相がそのお一人です。その家のあり方や生育

歴を心配し、否定される方はいらっしゃらないと思います。 

 このように選択的夫婦別姓は、決して偏ったイデオロギーの問題ではございません。共働きが大多

数となった現代、仕事に邁進し、税金を納め、社会生活を営み、結婚を考える全ての普通の生活者の

困り事です。 

 非婚化、少子化、姓の減少の対策となる本件の法制化がこれ以上滞ることなく、一刻も早く実現さ

れるよう、どうか国立市議会から国へ意見書を提出いただきますよう、お力添えをよろしくお願いい

たします。 

 以上、御清聴ありがとうございました。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。 

○【尾張美也子委員】 本陳情を出していただき、本当にありがとうございます。私自身も結婚し、

離婚し、また結婚する中で、改姓の煩わしさと苦い体験をしてきただけに、夫婦同姓を義務づけてい

ることに不条理をすごく感じているところでした。 

 法務省では、２度にわたり改正案を準備していたが、実際はなかなか進まない、国会にも野党が多

分提出したというのを見たんですけれども、この論議が進まないというところに対して、陳情者とし

ては、何がそれを阻んでいるとお考えになっているのか、もし、そのお考えがありましたら、お聞か

せください。 

○【内田智子陳情者】 ありがとうございます。どうしても保守的な方々のお考えによって、これま

でとは違う姓を使うということで、御意見がなかなかまとまらないんではないかと私は個人的には考

えております。 

○【尾張美也子委員】 そうなんです。何か今までの伝統みたいなことで夫婦一体感がなくなるとい

うような反論も、選択的夫婦別姓についての反論が出ていると思うんですけれども、そのことに対す

る反論というお気持ちなどはありますか。夫婦一体感がなくなるという。 

○【内田智子陳情者】 たしか内閣府調査によりますと、別姓によって夫婦の一体感がなくなる、家

族がばらばらになると思いますかというアンケートがあったかと思うんですけれども、それによると、

六十何％ぐらいがそんなことはないと回答していると法務省のサイトで拝見しております。 

○【尾張美也子委員】 ありがとうございます。私も実は再婚して子供と姓が違うんですけど、全然

一体感はなくなっていないので、そういうのは本当に杞憂だと思います。 
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 陳情の趣旨に、今の夫婦同姓婚で「非婚化や少子化など様々な問題が生じています」ということが

書いてあります。同姓を選びたくない人の個人的な問題以上に、今の日本全体にも影響を与えている

んだという御趣旨だと思うんですけれども、結婚したくても法律上の結婚ができない人がふえている

ということかと思うんです。非婚化、少子化につながるという点について、もう少し詳しく御説明し

ていただけるとありがたいです。 

○【内田智子陳情者】 しばらく前に比べますと、今共働きの世帯がとてもふえているかと思います。

それで、どうしても経済的なところで共働きをしなくてはならない御家庭も多いし、あわせて国の施

策なんかもございまして、女性の活躍ということで、女の人も男性と変わらず社会で活躍していく、

自分のやりたい仕事をしていく、これまでは寿退社とか申しまして、結婚が決まると退社を余儀なく

されて、それこそ家に入るという言い方をされていましたけれども、今は議員の先生方に女性の方も

たくさんいらっしゃいますとおり、広い世界で働く女性を筆頭に、細々とした仕事についている私な

んかもおります。 

 そうしたときに、今は旧姓使用ができるからいいんじゃないかというお話もあるんですけれども、

実際旧姓使用というのは、民間の企業ですと、４割程度の企業でしか使えておりません。それの何が

問題かと申し上げますと、自分の中でどっちの姓を今回は使ったかと、やっぱり混乱してしまうとい

うことがございます。自分の中だけだったらよいんですけれども、実は事務方での処理が、税金関係

はこの人の戸籍の姓を使う、呼び名はこの人は旧来の姓でなければいけない、そういったことを、仕

事場は一緒だとしても、赤の他人である事務方にも負担を押しつけているという現実がございます。

そういったことによって企業の中でも手間がふえる、コストがふえるということで、旧姓使用を取り

入れないというところがふえております。 

 先日も保育士さんなんかの旧姓使用が認められるというニュースがございました。介護士ですとか、

あと、もちろん最高裁判所の裁判官の方も、旧姓使用が去年からできるようになっております。しか

しながら、判決をするときに、ここにつけている名札は旧姓ですけれども、実際の判決文というのは

戸籍姓で書かなければなりません。 

 それは、病院の旧姓使用でもそうなんですけれども、呼び名やここの名札につけている名前と資格

証の名前とか、その判決文の名前が違うということは、社会的な大きな混乱を招くことだと思います。

幾らできるといっても、多くの人に、実は本人以外の旧姓使用をしている方以外にも迷惑がかかって

いたり、混乱を招くということで、そういった点では、社会の進出とともに、そういったやり方もあ

るというところは、私自身は納得ができない部分でございます。 

○【尾張美也子委員】 ありがとうございます。私も３つ姓があるので、本当に混乱するというのは

よくわかります。 

 今回、全国陳情アクションというのを私も調べてみたんですけれども、本当に頑張っていろいろと

今意見書を提出する活動をされていることに敬意を表します。 

 もし、数がわかっていましたら、これまでどのくらいの自治体で採択され、また、多摩地域での採

択の状況をもう一度教えていただけるとありがたいです。 

○【内田智子陳情者】 先ほど申し上げたとおり、昨年末に中野区、府中市を筆頭にしまして、今回

活動し始めてからは、文京区、あと、ついきのう、西東京市で意見書が採択になりました。あとは、

済みません。サイトに最新情報は掲載されていると思うんですけれども、ごめんなさい。 

○【重松朋宏委員】 このような陳情を出していただいて、ありがとうございます。何点かお伺いし
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たいと思います。 

 まず、事実婚でしたり、あるいは法律婚で旧姓や通称を使用することによって、具体的にどんな困

難さがあるのか、事実婚ですと、法定相続ができないとか、いろいろ聞いているところはあるんです

けれども、具体的にどういう問題が生活上生じているのか伺いたいと思います。 

○【内田智子陳情者】 事実婚の場合ですと、おっしゃるとおりに、法定相続の問題、あとは医療看

護の問題がございまして、パートナーにもしものことがあったときに、生命にかかわるようなことで

すと、判断ができなく、サインができないという問題がございます。 

 私もだんだん年を重ねていくにつれて、パートナーも入院をしたり、大きな病気をすることがふえ

てまいりました。私自身も入院をして手術をしたときがあります。そういったときに、一番身近にい

るパートナーが生命の判断をしてもらえないというのは、とても不安であり、私が今回声を上げよう

と思ったきっかけは、まずそこにございます。 

 それから事実婚ですと、例えば不動産なんかを購入するときも、ペアローンが組めないですとか、

生命保険の受取人になれないですとか、あと公共住宅の申し込みができないなどの問題がございます。

年齢を重ねてまいりますと、そろそろ夫婦でケアホームなんかの申し込みをすることがあるんですけ

れども、私たちの仲間でも、同年代になってくると、そういった申し込みをしようと考えたときに問

い合わせましたら、事実婚の夫婦であると、法律婚していないので一人一人で申し込んでくださいと

いうことで、全く夫婦の扱いをしてもらえないということが先日ございました。30年、40年近く夫婦

として暮らしてきて、30年、40年たってしまったという理由は、選択的夫婦別姓が法制化されないた

めに、それを待っていたらそういった年月がたってしまったんです。ですから、結婚したくてできな

いけれども、形だけの夫婦と言われてしまいますが、法律婚の夫婦として何も変わらない形で暮らし

てきて、終末期、終活を考えたときに、夫婦で入れるケアホームを考えたときに断られるというのは、

夫婦として認められないというのは、ここまで最後の最後まで差別をされるのかということで、その

体験をした方はとてもつらいことをお話ししてくださいました。 

 そのほか、働いているときですと、事実婚だけれども結婚しているんだから、女性だから賃金は低

くていいよねと私自身も言われたこともあり、同じ人なのに、でも、事実婚は法律婚していないから、

やっぱりそんなのはだらしがないよねみたいなことを言われて、ちょっと納得いかないと思うことも

ございました。 

○【重松朋宏委員】 公共住宅の申し込みもできないということは、現在でも困難があるし、今後人

生の後半の中でも、ますます不安が大きくなっていくということですね。非常に深刻だということは

わかりました。 

 最高裁判所の判決は、裁判所の判断ではなく、国会で政治的に解決していくべきだということで、

政治のほうにボールが投げられているわけですけれども、国では、選択的夫婦別姓制度に踏み込むの

ではなく、マイナンバーカードに旧姓を記載できるようにするとか、あるいは民間で通称の旧姓使用

が広がるように、銀行などの制度などにも広がるようにとお願いするという形で、私から見ると、お

茶を濁しているようにも見えるんです。そういう形で制度が少しだけ手直しされているようですけれ

ども、そのことについては具体的に改善された部分があるのか、あるいは余り変わらないのか伺いた

いと思います。 

○【内田智子陳情者】 旧姓使用につきましては、先ほど申し上げたとおりに、自分自身も混乱する、

あと勤め先の方も混乱する、先日などは、旧姓で呼んでほしいのに、わざとかわからないんですけれ
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ども、いつまでたっても結婚した名前で呼ばれてしまう。学校の先生なんかですと、旧姓使用してい

て、生徒には旧姓で教職をしているわけなんですけれども、なぜか結婚した戸籍の名前で生徒の前で

も呼んでくる人がいるというような例もございました。ですので、名前が２つあるということは、差

別やいじめなんかの対象にもなりますし、あと社会の混乱にもなるということで、私は問題があると

考えます。 

 それから、先ほどのマイナンバーカードへの旧姓併記の問題なんですけれども、こちらはニュース

にありましたとおり、100億円の予算をつけてということが報じられました。しかし、選択的夫婦別

姓がありましたら、この予算は要らなかったことだと考えています。 

 旧姓併記についてなんですけれども、それはとても便利なように見えるんですが、実はこれは永遠

に使えるものではないんです。というのは、結婚して改姓して、結婚前の姓とのつながりを示すため

に括弧書きで併記されるんです。ですから、１年とか、２年とかたってしまうと、その括弧はもう要

らないだろうということで、マイナンバーではどういうことになるかわからないんですけれど、今ま

での旧姓併記という扱いですと消えていくんです。 

 それから、いつまでたっても改姓名、戸籍名と旧姓名を２つ並べておくということは、自分の婚姻

の状態を知らせたくない人にまで知らせなければいけないというプライバシー面で問題があり、前は

何という名前だったのとか、結婚して改姓の名前でいきたいという人にとっても、前の名前を、婚前

の名前を知らしめることになります。 

 それから、離婚のときも今度は、じゃ、その括弧が戸籍名になって、正しい名前になり、じゃ、こ

の名前はこの前まで括弧つきだったのに、この人は離婚したんだみたいなことというのが明らかにな

るというのは、社会的にどうなのかという感じが私はしております。 

 婚姻したときに、改姓をした側だけに精神的負担を含む負担が押しつけられるといいますか、片方

だけが、改姓した側だけにそういったことが起きるというのは、やっぱり私としては賛成しがたい部

分でございます。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございます。大変具体的に言っていただき、よくわかりました。先

ほど事実婚だとだらしないと言われると、２年前に国立市議会に婚外子差別撤廃に関する陳情が出た

ときに、そのときの陳情者も、事実婚で子供を産んだら子供がかわいそうだと言われたと、そのとき、

あろうことか、委員会の委員だった当時の議長が、当然だよというやじを飛ばして辞任したというよ

うな事件がありました。その後別のセクハラ、パワハラ事件を起こして、議員自身も辞職しているん

ですけれども、国立市はその後、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例をつくりました

し、市議会でも政治倫理条例をつくるなどして対応してきているわけですけれども、これは国に対し

てと同時に、自治体に対して、こういうことができるのではないかとか、そういう要望はありますで

しょうか。 

 それから、世田谷区などでは、パートナーシップ制度をつくって、婚姻制度ではないんですけれど

も、パートナーとして区独自で認めることによって、区営住宅に入れるようにしたりだとか、自治体

レベルでできることをいろいろ工夫しながらやっていくというような取り組みがされています。それ

らも含めて、こういう制度が自治体レベルで、法律が変わらなくても、まずできるんじゃないかとい

うようなことが、もしございましたら伺いたいと思います。 

○【内田智子陳情者】 おっしゃるとおり、同性パートナーシップの方々の要綱ですとか、条例とい

うのも私もとても応援していますし、とても参考にさせていただいております。 
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 同じように、暮らしに一番密着している住宅について、公営の住宅なんかに差別なく夫婦として入

居できるようにしていただけたら、とてもありがたいと思います。 

 それから、事実婚だとなかなか認められないローン関係ですとか、そういったところも、もし自治

体の何か証明書みたいなものを持っていけば、今までよりかは改善されるというようなことなどもあ

るとありがたいと考えています。 

 ただ、私たちが考えているのは、既に96年に答申が出て、それがとまってしまった部分があるんで

す。国会でそこまでいっていたものというのが、なぜとまってしまったのか、法律として動かしてほ

しいというところが最終的な私たちの願いです。ですので、自治体でこれができるからいいんじゃな

いかみたいなこと、例えば旧姓使用ができるからいいじゃないか、旧姓併記するから便利じゃないか

というのと同じように、２人で入居できるようになったからいいじゃないかと終わってしまうのは、

やっぱり私はとても残念だと思います。なぜかといいますと、人は生きて最終的にはみとるという死

が待っています。そのときに最愛の人、そして一番長く、親よりも長く暮らしてきたパートナーの死

について考えたときに、私自身が、余りにも今の制度、法律ですと、非力過ぎるというのがとても残

念なことであり、考えると、そういったことも、もし自治体でカバーできることであれば、とてもあ

りがたいですけれども、最終的には人の生きて死んでいく道を考えたときに、どうなるのかというの

が、パートナーシップだけでは覆い切れない部分を御検討いただいているととてもうれしいです。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情第１号について、上村和子議員から発言したいとの申し出がありました。 

 お諮りいたします。上村議員の発言を許可することに賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手全員。上村議員の発言を許可することに決定いたしました。 

 なお、申し合わせにより、委員外議員は委員と重複した質疑及び意見、討論を行うことができず、

採決に参加することができません。 

 また、発言時間は１議題10分程度となっております。上村議員。 

○【上村和子議員】 陳情者の丁寧な趣旨説明、そして、委員の方からの十分な質疑によって、私が

申し出ていました法律で認められていないことで起きるさまざまな問題について、深刻なものはどの

ようなものかということにつきましては、十分わかりました。 

 その後、その現状の問題が選択的夫婦別姓が法整備されることで、どういう結婚の可能性が広がっ

ていき、そのことでどういう幸せとか、利益とか、メリットが広がると思っておられるのでしょうか、

お伺いいたします。 

○【内田智子陳情者】 平成17年の国民生活白書データをもとに調べてみたんですけれども、今成年

で、異性、または法律的な婚姻関係にない２人が、一緒に暮らしているという人がかなり多くあるそ

うです。国民生活白書データによりますと、なぜ結婚をせずに一緒に暮らしているのかということを

調査しましたところ、つまり事実婚を選択する理由の第１位というのは、夫婦別姓を通すためという

ことなんです。ですので、法制化されれば、たくさんの選択的夫婦別姓を待っていた事実婚カップル

というのが法的に婚姻届を出すことができると思います。一時的にひょっとしたら市役所でも忙しい

ことがあるかもしれません。でも、うれしい忙しさだと思って、皆さん、もし法制化された際には温
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かく見守っていただけたらと思います。 

 また、私自身もそうなんですが、日本では、先ほどもお話がありましたとおり、婚外差別が厳しい

状況がずっとありました。ですので、事実婚だと子供をはなから諦めるということがこれまでたくさ

んありました。でも、これから法制化されれば、同姓の夫婦と、法律婚しているカップルと何も変わ

らないと認めていただければ、そういった差別されるおそれなく子供をもうけようという夫婦もふえ

ると思います。実際つい20年前ぐらいの御経験なんですけれども、別姓のために事実婚を通していた

御夫婦のお子さんが、要は婚外子なんですけれども、小学校に入るときに、そこのＰＴＡ会長の方か

ら、今度別姓の婚外子が学校に入ってくるよと言われたということで、ひどく傷ついたという方がい

らっしゃって、既に20年、30年前のお話なんですけれども、私に涙ながらにそのお話をしてください

ました。 

 そういったことがなくなって、実際既に事実婚を通すためのそういった親と姓が違う子供というの

はたくさん存在しているし、かといって、ひどい差別を受けたみたいな報告もございませんので、先

ほどの話は、だんだん昔のことになってきて、今はそういったことも受け入れられるようになってき

たんだと思っています。 

 あとは、ですから、法制化によって一刻も早く選択的夫婦別姓が認められることで法律婚をし、そ

ういった中で誰が見ても、だらしがないとか、ちょっとおかしな人とか、そういったことではない夫

婦とその子供の明るい未来が来ると私は信じています。私は、子供をもうけるような年齢ではなくな

ってしまったのがとても残念ですけれども、今の若い人たちが同じわだちを踏まないように活動して

おります。 

○【上村和子議員】 ありがとうございました。日本の婚姻は、どちらかの姓を名乗ることができる

と言いながら、96％女性が姓を変えているという現実があります。そのことが社会進出を阻んで、女

性の活躍がいまいち進まない要因ともされていると考えられております。 

 その中で、選択的夫婦別姓が法整備されることによって、今陳情者の方から、婚姻率が上がる、市

役所が忙しくなるかもしれない、それから出生率も上がる、そのように選択的夫婦別姓という結婚の

可能性を広げるだけで、この国が持っている課題が大きく解決するということがよくわかりました。

本当に貴重な陳情でした。ありがとうございました。 

○【髙柳貴美代委員長】 それでは、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 続いて、当局に対して質疑を承ります。 

○【尾張美也子委員】 ２点ぐらい質疑したいんですけど、まず１つは、結局通称を使うということ

を市役所、庁内では、私自身は５年前に２度目の結婚をして、戸籍上は夫の姓になったんですが、そ

の前の通称を使っているんです。実際に報酬の振り込み口座は戸籍上じゃないとだめというような形

で名義変更を余儀なくされたんですけれども、庁内では結婚されても通称を使えることに実際なって

いるんでしょうか。それと、結婚後も通称を使っている方というのは、庁内では──今の通称という

のは旧姓ですが、旧姓を使っている方はいらっしゃるんでしょうか。そのあたりの庁内での扱いとい

うのはどのようになっているんでしょうか。 

○【平職員課長】 国立市におきましては、平成28年度に職員旧姓使用取扱要綱というのを策定しま

して、職員が婚姻その他の理由により戸籍上の姓を改めた後にも、引き続き旧姓を使用する際の手続

について整理しまして、戸籍上の姓にかかわらず、仕事上の使用する姓を選択できるようにという条

件は整備しております。 
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 あともう１つの点で、実際に使われているかというところなんですが、現段階で正規職員で22名の

方が旧姓を使用されている、あと嘱託員にも要綱が適用になりますので、10名の方が旧姓を使用して

いらっしゃる、そのような状況でございます。 

○【尾張美也子委員】 そういうふうに旧姓は使えるということになったけど、事実婚の場合は、そ

こがちょっと違った課題になってくるわけですが、その場合、旧姓を使用することによって、市役所

の事務としてとか、いろんな面で大変だということはありますでしょうか。その辺はありますか。 

○【平職員課長】 現行例えばですけど、その取扱要綱におきましては、先ほど陳情者の方がおっし

ゃっていたように、いわゆる行政処分を行うようなものの証明書とか、あとは今のお給料の振り込み

の名義とか、あと源泉徴収票とか、税務関係、あと共済関係です。一部まだ戸籍上の姓を使わなけれ

ばいけない部分も残っている、そういう状況の中で、ただ、その部分もある意味内部的な事務は、そ

れが大変というか、そういうことでもないかと思います。 

 そういった形でルールを整えることも仕事の１つだと思いますので、そういった意味では、そこが

大変でどうこうというところは現状としてはないと考えております。 

○【尾張美也子委員】 いろんな手続だとかは、戸籍上じゃないといけないということで、当人が２

つの名前を持たなきゃいけないというところがあると思うんです。 

 国立市は、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、これがあるわけです。この

視点から見て、この問題について変えていかなければならないとか、そういう部分を考えられること

はありますでしょうか。 

○【吉田市長室長】 お答えいたします。 

 人権平和基本条例の中のソーシャルインクルージョンという視点で選択的夫婦別姓制度を捉えた際

に、今、国の中でも議論されている中では、生まれながらの姓、結婚することによって氏を改めるこ

とによる、個人としてのアイデンティティーが失われるように感じるというようなお答えをされる方

の率というのも一定程度いらっしゃる、そういう中で考えますと、この問題は、やはり人権の問題だ

ろうと市としては捉えております。 

 まだ法制化されていない中で、どのような対応かというところは、また別な問題があるかと思いま

すが、市の考え方としては、その条例の理念にもかなっているものではないかとは考えます。以上で

す。 

○【尾張美也子委員】 人権の問題として捉えていただいているということは、この条例をきちっと

やっていく上で大切だと思うんですけれども、例えば先ほども質疑の中で出たんですが、パートナー

シップ制度というので、本来なら国がさっさと改正してくれれば、法律をきちっと整備してもらえれ

ばいいんですけど、そこまでの間だけでもなるべく早くパートナーシップの制度というのをつくって、

多様な性もそうだけども、事実婚の方もパートナーだよということを市として認めることで、いろん

なものが広がってくる可能性はあると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○【吉田市長室長】 パートナーシップ制度、同性同士のパートナーを認める、済みません。同性と

いう言葉が少し混乱するかとは思うんですが、こちらについては例えば千葉市は、事実婚も制度の中

にあわせて認めていくパートナーシップ制度をつくられているというお話も聞いております。 

 現在市では、まずは市内部のＬＧＢＴ施策の推進というところを優先して行っていくことにしてお

りますので、その中でも、再三パートナーシップのあり方についての意見というのは、市民の皆様か

らも出ております。今後に向けては検討していかなければいけない課題であるとは認識しております。
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以上です。 

○【重松朋宏委員】 まずは庁内でどうしているかということについては、先ほどの答弁は、法律婚

をしていて旧姓使用している職員についてだと思いますけれども、事実婚の職員に対する待遇につい

ては、何らかの措置はされていますでしょうか。例えば福利厚生ですとか、法律婚している人と同等

にしていくことというのは考えられると思うんですけれども。 

○【平職員課長】 事実婚の方に対する福利厚生の部分の御質疑だと思います。 

 先ほど陳情者の方がおっしゃっていた長年連れ添った事実婚の相手のみとりの話とかが今出ており

ました。国立市の１つの例として休暇を挙げますが、例えばですけど、介護休暇であったり、あとは

忌引の部分、そういったところは、いわゆる事実婚も対象に含んでおります。あとそれ以外に例えば

親族が病気になったときの看護休暇というのもありますが、そこについては、条例上は例えば事実婚

も含む、含まない、そういったことまでは明記されていない状況ではあります。事実婚も含むという

ふうに明記されているものとされていないものが混在している状況ではある。ただ、国立市は、先ほ

どの人権の条例もつくっておりますので、そういったことも踏まえて、ほかの休暇の制度とのバラン

ス、兼ね合いも考えながら、運用の中でどこまでできるかというのは、その事案が出てきたときには

きちっと考えていかなければいけない問題だと考えております。以上です。 

○【重松朋宏委員】 条例に明記されていなくても、運用の中で今後対応していく、女性と男性及び

多様な性の平等条例を基本としてやっていくということですね。 

 それでは、庁内の職員ではなく、一般の市民対応について、先ほども出てきた婚外子差別の問題で

すとか、あるいは事実婚ですと、事実上の婚姻状態であるにもかかわらず、親権は最初からどちらか

になってしまうので、そのことによる婚外子の差別もあれば、そのカップルが別れてしまったときに、

子供の取り合いをめぐってのさらに法律婚のとき以上にもめるようなケースというのを私も経験した

ことがあるんですけれども、具体的にどういう問題が現場で起こってきているのか、あるいは国立市

として、それに対して何らかの措置や対応というのをされている実態があるのかどうか、伺います。

もし聞いていないようでしたら、それは……。 

○【吉田市長室長】 具体的な事例については、手元にないんですが、市の各種相談窓口の中では、

そのような特に離婚の際の相談ですとか、女性においての総合的な相談というのも受ける中では、そ

のような案件も入ってきているものかとは推測しております。 

 また、市全体の各種相談窓口の中で、個別の相談とは少し離れるんですが、さまざまな申請書類で

すとか、手当等において、申請者の名称の使用については、全庁でさまざまな申請書類がある中です

けども、法律に特段の明記がないものに関しては、市の裁量で判断できるものに関しては、御本人が

書く姓、旧姓であってもそれで受理して、滞りなく事務を行っていると全庁的には確認しているとこ

ろです。以上です。 

○【重松朋宏委員】 今答弁者が互いに顔を見合わせていたというのは、恐らく婚外子差別の問題に

しても、結構表にはあらわれていないことのほうが非常に大きいんじゃないかと思うんです。市民課

ですとか、あるいは学校の現場で出てくるものというのが、仮に出てきたとしても、例外的な特別な

問題と受けとめられているのかもしれないんですけれども、恐らく実際はもっと大きな、根も深いで

すし、行政の表に出てこない形で泣き寝入りしてしまっているような問題が多いと思うんですけれど

も、そこで法制審議会の答申が出てから23年たっているわけですけれども、この間市長会や、あと担

当課長の戸籍住民基本台帳事務協議会などで、どんな議論ですとか、意見が出ているのか、出ていな
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いのか、出ているとすればどんな方向になっているのか伺いたいと思います。 

○【毛利市民課長】 平成８年に、今、委員おっしゃったように、法制審議会で答申が出されており

ます。それ以来法務省でも、平成８年に受けた直後、それから平成22年に改正法案を準備していたん

ですけれども、いまだ上程になっていないということでございます。 

 今、委員もおっしゃっていたような戸籍住民基本台帳協議会、全国の市町村の戸籍住民基本台帳事

務を取り扱っております協議会でございますけれども、そちらでは、情報収集、法務局なり法務省等

を通じての情報収集等は行っておりまして、何せ、時間が経過し、答申、あるいは法案の準備等がな

されてから、なかなか前に進まないというのがありますので、事務方としましては、何がどう変わる

んだと、準備のこともございますので、進行状況等々を法務局を通じて情報収集に努めているという

ところで、特段こちらの市町村から意見を出すには至っていないところでございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、ここで委員外議員の発言を許します。上村議員。 

○【上村和子議員】 国立市議会は、陳情というものは市民からの政策提案として大変重く受けとめ

て、各常任委員会の最初に審査するという仕組みを整えています。そういう意味で今回の選択的夫婦

別姓の陳情も貴重な政策提案であります。 

 この陳情を受けて、国立市においても、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例に基づ

いて、夫婦別姓に配慮した視点での対応を今検討しなければいけないんだと私は思うのですが、この

陳情が出されたことで、市長はその後どのような動きをなさいましたでしょうか、伺います。 

○【永見市長】 この陳情を受けまして、では、国立市の庁内でどういう課題があるのか、現状の旧

姓使用にどういう問題があるのか、それから法律上どういうところにできない課題があるのかという

ことを関係部署の部課長が集まりまして、検討させていただいております。まだ完全に仕上がってい

るわけではございませんが、先ほど来答弁させていただいているようなことを事務のレベルで今詰め

させていただいているというところです。 

○【上村和子議員】 市長は、この陳情が出されたということだけをもって、そのような動きを至急

された、検討に入ったということで、これは大変よかったと思います。 

 本日、市長は、さらに陳情者から趣旨説明を直接お聞きになられたと思うのですが、その陳情者の

趣旨説明をお聞きになられて、そして市長として、選択的夫婦別姓についてどのようなお考えを持た

れたでしょうか、お伺いいたします。 

○【永見市長】 端的に申し上げます。実は私どもの市政世論調査でも選択的夫婦別姓について意識

調査をやっております。そこではさまざまな意見、意向が出されています。特に年代的、男性、女性

によってパーセンテージが大きく異なるようなこともありますけれども、私自身としましては、そう

いう市民の意識というのは尊重しながらも、やはりこれからの社会においての男女共同参画、そして

多様性を認める社会をつくっていくという上では、選択的夫婦別姓という方向へ進むのが妥当な選択

ではないかと考えております。 

○【上村和子議員】 ありがとうございます。陳情者の方がそれをお聞きになられて、大変力強く思

われたことだと思います。ぜひ副市長の見解も伺いたいのです。副市長は、この条例の推進役の一番

トップでもありますので、この陳情を受けて、ぜひ今後真摯に受けとめていただきたいし、やってい

ただきたいし、さらには市長会等でもこのような意見を国立市から上げられるぐらいまで庁内で進め
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ていっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか、対応について。 

○【竹内副市長】 昨年４月、共同参画の条例が施行された、それを受けて、その条例の理念という

のが、性の違いの壁を乗り越えて個々の能力の最大限の発揮を目指すということを理念にしておりま

すので、その理念を実現する、桎梏になっているものは、それを取り除かなければいけないと思いま

すので、そういう観点から制度のあり方、もろもろあると思いますが、そういうものを考えていきた

いと思っております。 

○【上村和子議員】 よろしくお願いします。 

○【髙柳貴美代委員長】 質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。 

○【尾張美也子委員】 本陳情の趣旨は、結婚に当たって同姓と別姓のどちらを選んでもよいという

制度の導入を求めるものでありまして、これは憲法の視点からも当然だと考えます。夫婦のどちらか

が改姓をしなければ結婚できないという現制度そのものが、憲法第13条の個人の尊厳と幸福追求権、

憲法第24条の個人の尊厳と両性の本質的平等に反するものだと思います。全国陳情アクションの方々

が、手弁当でこの陳情を各自治体に出す活動をされていることに心から感謝いたしまして、採択の討

論を行います。 

 これまでの質疑の中で、1996年に答申が出されて20年以上たっても反対する力があるのか、進んで

いないというのも本当に信じられないというか、反対している国会議員の人がいるとしたら、多分そ

の方々は、自分が結婚して姓を変える煩雑さとか手間や自己認識の不安定さを体験したことがないの

ではと勘ぐりたくもなります。 

 現制度では、どちらの姓を名乗ってもよいということになっていますが、現実は96％が夫の姓を名

乗っており、多くの女性は、姓が変わることによるアイデンティティーの問題だけでなく、実際の生

活上に大変な事務的な手続も求められます。 

 私は、結婚し、離婚し、結婚するたびにこの問題にぶつかりました。教師時代に結婚で姓が変わり、

子供たちに呼んでもらうときに、旧姓が使えなかったので、とても勝手が悪い気持ちになりました。

そして、離婚で自動的に旧姓に戻りましたが、自分の子供の学校生活を考えると、私の旧姓に子供た

ちも戻すことはできないと考え、家庭裁判所で元夫の姓に戻しました。この手続は意外と簡単でびっ

くりしました。離婚後は元夫や元妻の姓を選べるのであれば、結婚のときから選べてもいいはずです。

その後また結婚し、結局３つ目の姓に変わったんですけれども、自分は一体誰なんだろうみたいな感

もあります。 

 普通は、それまで使っていた通称を使っていますが、実際に保険証や預金口座、免許証、パスポー

ト、それから加入している保険なども全て通称が認められないので、それらの変更手続だけでもすご

く時間がかかって大変でした。 

 そして、ふだんは通称でも、いざ病院などで呼ばれる名前が通称と違うので、自分だと呼ばれても

気づかないこともあって、そういうこともありました。 

 国連の人権機関から、2003年、2009年、2016年と３度も民法改正の勧告が出され、野党も国会に選

択的夫婦別姓制度の議案を提出していますが、別姓だと夫婦の統一感がないという議論も出てくるん

です。女性が夫の姓にすべきだという固定観念があるのかと、その底には、男性自身は、自分は姓を

変えたくないのに妻が姓を変えることは何とも思わない、よしとする、およそそれは対等な夫婦関係

ではないと感じます。 

 結婚して妻の姓を名乗った知人がいるんですけれども、何でと聞いたら、夫婦別姓が認められてい
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ない、けれども、結婚して戸籍を入れないと夫婦としての妻の権利を守れないので、妻を大切にする

意味であえて自分が姓を変えたという男性がいました。 

 こんな男性もいるんだと感動したんですけれども、男性が姓を変えることがほとんどなく、多くの

人が夫の姓を名乗る日本の慣習というのは、結局いろいろ考えていくと、今でも家父長制度の男尊女

卑を底で支えていっているんじゃないかと思います。 

 夫の姓を名乗ることで確かに幸せを感じる人もいると思います。そういう意味で、夫の姓にするか、

妻の姓に変えるか、それともそれぞれ自分の姓を続けるか、どれも本人の意思で選択できる制度とす

るのがこの選択的夫婦別姓制度です。 

 国立市には、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例や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もあります。そういう多様性を認める、違いを認めることが人権の尊重の

根底にあるわけで、その意味で姓を変えなければ婚姻を認められないというのは、憲法にも条例にも

反するので、ぜひ国立市議会から選択的夫婦別姓制度を求める陳情を採択したいと思い、採択の討論

といたします。 

○【稗田美菜子委員】 採択の立場で討論させていただきます。 

 陳情者におかれましては、貴重な陳情を本当にありがとうございます。 

 陳情者の御意見を聞きまして、一番強く感じたところは、日の目を見ようと２度法案化しようとい

う動きが法制局の中であったにもかかわらず、結果的にそこに至らなかった、そこで悲しかったり、

悔しい思いをしたけれども、それでもやはり立ち上がって、次の世代のために、次の人たちのために

しっかり動きをしていこうということの情熱のようなものを私自身が感じまして、とても感動しまし

た。本当にありがたい陳情をいただいたと思います。 

 私自身、結婚して旧姓使用をしている中で、今、尾張委員からもありましたけれども、名前を変え

るということはこんなに大変なのかというのを体験した一人であります。戸籍の名前と通称の印鑑も

２個持たなければいけないし、これはどっち書かなきゃいけないのかという選択を常に迫られるとい

うのは、確かに常に自分自身そうかと思うところでありますし、最近思うのは、子育てを今ちょうど

している中で、子供と名前が違うんだというのを何となく、そうかと思ったりもするところがあるん

です。だから選択肢、どちらがどうしたいのかというのは、選択できるということが多分大事なこと

であって、統一したいという人も、別々でしたいという人も、どちらでも選択ができる、それは現行

制度の中ではできないという陳情だと思います。 

 今市役所の中でも他の委員への御答弁の中で、制度としてはあります、けれども法律の中で対応し

なきゃいけないところがある、そこについては、対応できないわけではないけれども、煩雑さが生ま

れているか、生まれていないかといったら、生まれていると私は思いました。 

 だから、国立市議会からしっかりと声を上げることは必要だと思いますし、まさに市長がおっしゃ

っていました。これからの時代を考える、それから人権として担当部局がおっしゃっていました。こ

れは人権の問題として捉えるべきだと、そのとおりだと思います。人権の問題として捉えること、ま

た、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例を国立市からしっかりとこの意見書を上げる

ことが大事だと思いますので、採択の討論とさせていただきます。 

○【遠藤直弘委員】 陳情者の方、どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 お話を聞いていて、胸が痛くなりました。この時代に、そうかと思わざるを得ないような差別があ

るんだということは、これは解消しなければいけないと強く感じました。 
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 また、その中で、国立市としてできること、例えば子供の学校の問題とか、子供の親が離婚してと

いうことで、いろいろな問題にならないような状況をつくっていただきたいと強く要望はさせていた

だきます。 

 世論というものがございます。その中で、新聞社が世論調査をしたところにおきましては、読売新

聞が反対が61％、賛成が38％、朝日新聞は逆転していて、反対が34％、賛成が52％、毎日新聞は反対

が36％、賛成が51％、産経新聞もまた反対が52％、賛成が35％、これも逆転しております。新聞社に

よって、設問の仕方もあるんでしょうけれども、世論は割れているという状況がございます。なので、

私は、この国立市議会から後押しをするというよりも、ぜひ国会で審議をするように、文京区ですと

か、港区で出されたような陳情を出していただけたら、私も賛成させていただきたかったということ

は、述べさせていただきたいと思います。 

 また、私は、自民党議員として、国会でしっかりと議論するようにということは促させていただき

たい、これはしっかりと取り組んでいきたいと思います。そのような差別が起こっているという状況

というのは、看過できませんので、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

 ですが、今回の陳情の国立市議会から法制化を求める意見書ということでは、まだ世論が割れてい

る状況の中で、国立市から意見を申し上げるというのは時期尚早ということで、不採択の討論とさせ

ていただきます。 

○【重松朋宏委員】 今の遠藤委員の討論は、国政政党に参加されているので、どうしても政党の政

治的立場の中で従わざるを得ないという大変苦しい御事情があるということ、そのこともよくわかり

ます。 

 今後国会で議論されていくとき、あるいは政権与党の中で法案の事前審査をしていく段階で、ぜひ

今ある政党の公式見解としての政治的立場にとらわれずに、市民感覚をぜひ政党の中で育てて、持ち

込んでいっていただけたらと思います。それこそ本当に政党として、あるいは政権与党としての力が

発揮されるところなのかと思います。 

 私は、国政政党でも何でもないので、一議員として判断し、考えていく立場ですけれども、本陳情

には採択をしていきたいと思います。 

 陳情文の中にもありますけれども、日本の伝統はむしろ別姓なんです。せいぜい100年ちょっと、

19世紀の末につくられた伝統でしかないわけです。源頼朝の妻は北条政子ですし、武士階級の中で家

制度がつくられてきたといっても、家制度の中でも、もともとは別姓でやってきたわけですし、私は、

聞けば聞くほど戸籍制度そのものがネックじゃないかと思いを強くしております。 

 韓国のように住民登録、家族登録制度に一本化するのが一番合理的でもありますし、よいのではな

いかと考えるわけですけれども、一方で、まだ日本の社会の中には戸籍制度、あるいは今でも残る家

制度の慣習、ひいては家族そのものが壊れるんじゃないかと危惧する世論、不安があるのは事実かも

しれません。ですけれども、もしそういう立場に立ったとしても、法律婚や戸籍制度と現実が合わな

いときに、揺らぎないものにしていきたいという立場に立って考えたとしても、家族のきずなを強め

る法律婚、戸籍制度を現実に合わせてしっかりしていくために、その中に選択的夫婦別姓の仕組みを

取り入れていくことによって、戸籍制度も現実的な揺るぎないものになっていくというような見方も

できるんじゃないかと思うんです。 

 私は、そういう考え方はとらないんですけれども、共通するのは、これからは選択できる社会にし

ていくしかないというのは、恐らくどういう政治的立場であっても共通する部分なのかと、法律婚で



－ 18 － 

同姓であっても、法律婚で別姓であっても、事実婚であっても、それぞれ子供がいても、いなくても、

実子であろうが、養子であろうが、嫡出子であろうが、差別されない社会にしていくということは、

夫婦別姓というと、どうしてもアレルギーがあるとしても、そういう思いは恐らく共通のものとして

方向性としては見えてきていると思います。ぜひ本陳情も採択をしていただいて、国会の中で十分に

議論を、選択できる社会に日本がさらに踏み出していく一歩を、国立市からも声を上げていっていき

たいと思いまして、本陳情を採択としたいと思います。 

○【藤江竜三委員】 夫婦別姓についてなんですけども、私は単純に手続的なところを考えると別姓

のほうが楽だろうと思います。僕自身も結婚して妻が僕の姓になったときに、手続で本当に大変そう

にしているのを見ると、申しわけないと思いました。 

 僕も職業柄、手続が面倒くさいというところで、本当はじゃんけんなり、さいころでどっちの姓に

しようかと、軽い乗りで決めようと思ったんですけど、なかなかそうもいかずに僕の姓にしてしまっ

たので、本当にその辺は申しわけないと思っています。 

 それで、そういうふうに単純に思うところもあるんですけども、一方で考えなくてはいけないのは、

子供の姓をどうするかというところではすごく悩ましいと思っています。子供が生まれたときに夫婦

別姓だったら、子供をどちらの姓にするのかというのは、今後考えなくてはいけない大きな課題だろ

うと思います。それで、１人はこっちにしたから、じゃ、次の子供はどっちにするんだともなります

し、さらに別々の姓になったときに、離婚後引き取る子供というときに、親の姓とまた違ったふうに

なる可能性もあるとか、そういうことを考えていくと、先々の課題というのは、別姓にしたからいろ

んな問題も解決されるというところもあるかもしれないですけども、新たな悩ましいというところも

出てくるんじゃないか、そういったところまで含めて国会でさまざま議論していただけたらと思いま

して、この陳情は採択といたします。 

○【中川喜美代委員】 陳情第１号を採択の立場で討論いたします。 

 陳情者の思いが本当に強く伝わりました。我が国の現行民法、これは夫婦の同姓が規定されている

ということで、結婚に際していずれか一方が姓を改めるということで、現実的には男性の姓を選ぶ、

女性が姓を改める例が圧倒的に、96％になっているということ、しかし一方で、価値観の多様化や女

性の人権への配慮、また女性の社会進出の拡大に伴って、選択的夫婦別姓の導入を求める声が強い、

多いということで、陳情の趣旨にもありますけども、2018年２月の内閣府が公表した世論調査、これ

では全体で賛成・容認と答えた国民が66.9％、中でも30から39歳における賛成・容認の割合が84.4％

にも上る、しかも国連から３回も勧告を受けているということです。 

 1970年代から約40年たっても法改正にまだ至っていない、私は、結婚してことしで41年目で、議論

され始めたときにちょうど結婚したと思うんですけども、当時は、旧姓ではなくて中川に変えるのが

当然だということで、中川家の嫁とか、嫁にもらうとか、嫁に来たとか、中川家の嫁らしくみたいな、

そういうのがすごくまかり通っていて、旧姓を変えるというのは、そういう風潮であっても、寂しい

思いがあったんです。すごく反発する心もあって、反発もしたこともあったんです。あれからまだこ

んな議論が進んでいないという日本の状況、本当に多様な考え方がある中で、まだ進んでいないとい

うこと、ただ、公明党としては、1999年にそれこそ政権与党に入ったんですけども、連立を組んだん

ですけども、2001年に選択的夫婦別姓制度を議員立法で提出もしているんです。選択的夫婦別姓制度

を認めるべきものという考えで、議論が前に進むように取り組みたいということも発言しています。

最高裁判所の判決直後、2016年１月の参議院本会議の代表質問で山口代表が、若い世代を中心に夫婦
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別姓のニーズは高まっている、国会で議論を含め、時代に応じた立法政策を進めていくのが政治の責

任だと訴えておりますので、本当に一日も早い法制化を願いまして、この陳情の採択の討論とさせて

いただきます。 

○【藤田貴裕委員】 陳情を出していただいて本当にありがとうございました。非常によくわかるこ

とを教えていただいて本当にありがたいと思いました。 

 それでは、採択の立場で討論したいと思います。 

 戸籍の歴史がどれくらいなのかというのは、私はよくわかりませんけど、まだ中国で三国志という

時代に、『後漢書東夷伝』の中に倭の国が奴隷を献上したという記載があって、戸籍のようなものが

あったのかと、そう想像するところであります。その後、班田収授法をやるころには、必ず戸籍とい

うのができ上がっていくわけでありますけども、非常に長い歴史の中で近代国家を形成していく中で、

税金を取ろうだとか、徴兵をやろうですとか、そういう中で明治４年に戸籍法ができ上がっていくと

いうことであります。 

 いろんな混乱があったのかと思っておりまして、当時の明治９年３月17日に太政官指令というのが

あって、妻は実家の姓を名乗る、そういう話でありまして、当時は夫婦別姓だったのかと私は認識し

ております。 

 その後、明治31年の旧民法によって戸主の氏を名乗るということになって、そこから夫婦同氏制が

始まっていますので、長い日本の歴史の中で同氏制というのは120年ぐらい、そう考えているところ

であります。それが戦後平和憲法の中で、男女平等ですとか、幸福追求の権利ですとか、そういうも

のが憲法の中に入りまして、昭和22年の民法改正によって、どっちかの氏を名乗る、こう改正された

わけでありますけども、ほとんどが男性の氏を名乗る、こういう時代が続いていくわけであります。 

 その後1985年に男女雇用機会均等法などができて、女性の社会進出が進んでいく中、氏を変えると

いうことに対する社会的な、本人からすれば不利益があると、あるいは個人の尊厳からして、これは

いかがなものかしら、そういう声が大変高まったことによりまして、平成３年に法務省の法制審議会

民法部会身分法小委員会で議論を開始して、平成８年２月26日に法制審が民法の一部を改正する法律

案要綱を答申した、この中に選択的夫婦別氏制度が盛り込まれたわけであります。しかし、残念なこ

とに、まだまだ国民の中に多様な意見があるということで、国会には上程されなかったということで、

私は非常に残念でありました。 

 司法の世界では、平成27年12月16日、最高裁判所大法廷で15人の裁判官で審理いたしました。その

とき１人の裁判官が反対意見を述べて、４人の裁判官が、主文については従うけれども意見を述べて

いるということであります。その中で、制定当時というのは、近代的家族生活が標準的であったから、

今の民法というのは合理性がある、文理は。だけれども、その後の女性の社会進出などが著しく進ん

でいる、氏の変更によって個人の特定が困難になっているなどの意見が出されているところでありま

す。 

 そして、その方の結びには、平成８年に出した要綱、これは違憲を前提に出されているものではな

いため立法裁量に委ねられている、そういう結論であります。 

 また、裁判長も補足意見を出しておりまして、婚氏続称のように、合理的なあり方について国会で

議論が行われ、その結果、新たに選択肢として加える仕組みができて法改正された、その過程を見落

としてはいけない、このように補足意見が出ているところであります。 

 ですので、この陳情のように、国会で大いに議論していく必要があると思っております。 
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 最後に私見でありますけども、男女同権を目指す社会の中で、当事者の方から大変多くの訴えが出

されている社会的状況に鑑みて法律を改正するというのは、私はぜひ後押しをしたい、このように考

えております。個人の尊厳として従来の氏を使いたい、それはしっかりと認められるべきものであり

まして、昭和22年の立法事実のときから、社会は大きく変わっている、こう認識しておりますので、

この陳情を採択といたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 全員の御意見を承りました。意見、取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本陳情を採択とすること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、本陳情は採択と決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

午前１１時１９分休憩 

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

午前１１時３４分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(2) 第１号議案 市長等及び教育長の給与の特例に関する条例案 

○【髙柳貴美代委員長】 第１号議案市長等及び教育長の給与の特例に関する条例案を議題といたし

ます。 

 当局から補足説明を求めます。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第１号議案市長等及び教育長の給与の特例に関する条例案につ

きまして、補足説明させていただきます。 

 本条例案は、市長、副市長及び教育長の給料月額及び期末手当の減額措置を講ずるため提案するも

のでございます。 

 第１条第１項は、市長等の給料の特例を規定するもので、市長の給料月額を15％、副市長の給料月

額を７％減ずるものです。 

 第２項は、退職手当の算定においては第１項の規定を適用しないものです。 

 第２条は、市長等の期末手当の特例を規定するもので、第１条第１項の規定による減額後の給料月

額により計算した金額を支給するものです。 

 第３条第１項は、教育長の給料の特例を規定するもので、教育長の給料月額を４％減ずるものです。 

 第２項は、市長等と同様に退職手当の算定においては第１項の規定を適用しないものです。 

 第４条は、教育長の期末手当の特例を規定するもので、期末手当の支給においては、第３条第１項

の規定による減額後の給料月額により計算した金額を支給するものです。 

 最後に付則ですが、本条例は、平成31年５月１日から施行するもので、また平成32年12月24日限り

でその効力を失うものです。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。 

○【重松朋宏委員】 議案の内容についてはわかりました。なぜ減額するのか教えてください。とい

うのも、佐藤前市長は、最初に選挙で立候補したときに、たしか市長給与と退職金をなくすというこ

とを公約に掲げられました。市長になられて、自分はカットして退職金を受け取らないという形で特

例条例を出されています。永見市長は、佐藤前市長を引き継ぐということで当選されましたけれども、
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別に選挙公約の中にそれを入れていたわけではないですし、減額しないでいくということも考えられ

たと思うんですけれども、なぜここで給料の減額を延長するのか伺いたいと思います。 

○【永見市長】 これはさまざま考えたところでございますけれども、ちょうどここで８年経過し、

私の任期が２年を切るわけです。そういう中において、今後行財政の改革プランをつくり、国立市の

財政を安定軌道へ乗せていくというさまざまな努力を続けていく上では、庁内、あるいは庁外に対し

て、自分の給与を私の任期限りにおいては減額を継続して、その姿勢を示すということが必要だろう

と考えたところでございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。佐藤前市長も、減額を決めたときは、ちょうど職員給与を都表

に移行することについての交渉が始まったところで、それで市長を含めた３役の給料を減額するので、

職員もぜひ都表に乗って、昇給カーブが下がっていくことになるので、職員にとっても厳しいことに

はなるんですけれども、全庁一丸となって取り組んでいこうという姿勢を示されました。永見市長か

らは、今後の行財政改革に向けての姿勢を示すと、ということは、職員の給与も含めてある程度厳し

く切り込んでいくことも今後考えられると見てよろしいんでしょうか。 

○【永見市長】 具体的に余り申し上げるわけにいかないので、まず１点目、私が副市長として都表

移行をやったわけですけれども、あのときを考えてみますと、佐藤前市長と打ち合わせはしておりま

せん。これは当たり前のこととしてやっていくと、前市長は、佐藤前市長として自分の形を示すとい

うことですので、そこは連携されていたと見れば連携だろうと思います。 

 ですから、今度は行財政改革プランを改めてつくるということになりますので、そこでは、まず嘱

託員を含めた非正規雇用の方々と、それから委託であったりとか、さまざまな事務改善の問題の総合

的な検討にこれから入るわけですので、そこで全く痛みがないかどうかということは、これからの検

討になりますけれども、１億数千万円、単純にいっても退職金の問題とか、同一労働同一賃金の問題

にせよ、出てくるわけですから、そのまま移行すれば、今のままでいけば、１億数千万円経常でふえ

るとすれば、住民サービスが１億何千万円毎年度経常で市民サービスが減っていくということにもな

りかねませんので、そういうことを考えれば、今具体論として職員の給与云々かんぬんではなくて、

総体としてここで姿勢を示して取り組める形をつくりたいと思ったということです。 

○【重松朋宏委員】 ぜひ姿勢をはっきりと、そっと減額を延長していましたということではなく、

庁内だけではなくて市民に対しても、行財政改革を本気で取り組んでいくためには、経常収支比率が

高どまりしていくのが見えている中では、市民にもいろいろ負担をお願いしたり、市民サービスにつ

いて諦めてもらったり、組みかえをしたり、市民自身が支え合うような仕組みをつくったりというこ

とを、市長、副市長、教育長もですけれども、積極的に発信していっていただきたいと思います。 

 もう一点ですけれども、これをなぜ特例の減額という形にしていくのか。そもそも市長、副市長、

教育長の月額給料は、類似市と比較すると、たしか１割ぐらい多いんですよね。それを市長は15％、

副市長７％、教育長４％ということで、もともと多いものを減らしていくわけです。それだったら、

本則の市長、副市長、教育長の給与のあり方、退職金も含めて、ここできちんと見直していく時期に

来ているんじゃないかと思いますけれども、その点についてお願いします。 

○【永見市長】 確かにこれでやります、約10年間給与を、最初は20％だったと思いますけども、最

初20％、次が15％で、16年間続けるという異例の特例措置になります。 

 そういう意味では、本来的に国立市の置かれている環境において、特別職の報酬、給料はどの水準

にあるべきかということは、報酬審議会できちっと議論すべき内容、これは退職金の問題も含めてあ
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ろうかと思っております。ですから、その結論が出た上で、特例措置として経済状況、財政状況を見

てカットするか、しないかということが筋だろうと思います。ただ、時間的ないとまもありませんで

したので、そこはできておりません。したがいまして、まずはこの形を踏襲させていただいて、内外

に姿勢を示す、その上で、私の任期中には２つの課題があります。報酬水準と退職金の問題について

は、一度報酬審議会に御意見を伺うということはやっていきたいと考えているところでございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。 

○【重松朋宏委員】 本条例案には賛成いたします。行財政改革の姿勢を示すとともに、本来あるべ

き給与や退職金のあり方を任期中に検討していくという姿勢を示されたことを強く評価したいと思い

ます。 

 前の前の前の某市長のときなんですけれども、議会で退職金を見直さないのかと迫られて、その当

時の市長は、私の任期中に検討しますとおっしゃられたんです。けれども、結局検討されないまま退

職金を満額受け取られた市長もおりまして、どなたとは言わないんですけれども、ここできちんと国

立市の市長はこういう仕事をして、これだけの責任を負っているので、これだけの給料や手当、退職

金を正々堂々と言えるように、どうしても選挙のときに、給与を何割カットしますというのがアピー

ル材料になるというのは、余り望ましいことじゃないと思うんです。本来のこうあるべきというもの

をきちんと示すということが大事だと思いますので、残り２年間でしっかりと、しかも報酬審議会の

審議委員の中だけで細々とするのではなく、市民に向けてきちんと議論していっていただきたいと思

います。 

 そのための報酬審議会の体制なんですけれども、20年間ほとんど開店休業状態で委員がかわってき

た報酬審議会の活性化もお願いしたいと思います。 

 今の報酬審議会の委員は、学識の委員の方も、行政学だとか、労働というところが専門分野ではな

い方なので、一般的な議論はできると思うんですけれども、しっかりした専門的な議論も、それから

市民感覚も取り入れて市民を巻き込む形で議論をしっかりと、残り任期２年を切りましたので、して

いっていただければということをお願いしまして、本条例案には賛成いたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(3) 第４号議案 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例案 

○【髙柳貴美代委員長】 第４号議案国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第４号議案国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関
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する条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明させていただきます。 

 本条例案は、消防団員の報酬額の改定について、平成30年11月29日に、国立市特別職職員報酬等審

議会へ有額諮問を行い、平成31年１月18日、同審議会から答申を受けたことに伴い、消防団員の報酬

額を改定するものです。 

 本条例別表第１中の消防団員の報酬額について、団長は「31万2,000円」から「34万6,600円」に、

副団長は「21万9,600円」から「25万4,600円」に、分団長は「12万8,400円」から「17万6,000円」に、

副分団長は「６万5,400円」から「12万6,600円」に、班長は「６万4,200円」から「９万100円」に、

団員は「６万3,000円」から「８万1,950円」に引き上げる改定を行うものです。 

 次に、報酬改定の根拠は、消防団の活動面積及び活動状況に着目し、国立市と近似している狛江市

と羽村市の２市の平均額を採用したところです。また、報酬額全体では、年額で約320万円の増額と

なります。 

 最後に付則ですが、本条例は平成31年４月１日から施行するものです。 

 よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。 

○【尾張美也子委員】 けさも朝早く大変だったようですが、けが人がなくてよかったということを

聞きました。本当に消防団の方々がいてくださって、頑張ってくださっているおかげで、安心を守っ

てくださっているということでは、改定というのがすごく大事なことだと思います。答申書を読んだ

ときに１つ思ったのは、２点質疑したいんだけど、１つは、消防団の方々の活動は大体年間どのくら

いの分量でやっていらっしゃるのか、それが本当にこれで合うのかしらと思ったんです。その辺は何

かありますでしょうか。 

○【古沢防災安全課長】 年間の活動状況というか、今具体的にこれだというのは持っていないんで

すけれども、当然きょうみたいな火事がございましたら出動するということはございます。出火して

いなくても出火報が入れば現場には行くということになってございます。それ以外でも分団長会議で

ございますとか、訓練がございますので、年間どれぐらいという回答はできなくて申しわけないんで

すけれども。 

○【平職員課長】 消防団の活動実績というところでございます。平成29年度の実績で、出動回数と

して15回の出動をしております。あとは、消防団員は火災での出動以外にも、日々の防災活動におい

てさまざまな活動をしておりまして、日々の訓練であったり、あとは地域のお祭りでの警戒なんかも

そうです。そういったことも活動しておりますし、分団ごとに月に３回から４回程度訓練とか警戒活

動を行っているという状況でございます。以上です。 

○【尾張美也子委員】 ふだんが月三、四回で、あと通報が入ったら夜中でも何でも出なきゃいけな

いということは、24時間何か通報を受けるようなものを持っていらっしゃるんですか、団員たちは。

どういう形になっているんですか。 

○【古沢防災安全課長】 今現在は、メールできょうのような出火報が全団員に行くような形になり

ますので、そちらで確認して出動する形になります。 

○【尾張美也子委員】 わかりました。ということは、常にいつ来るかわからないものにきちっと心

構えを持っておかなきゃいけないという大事な仕事をされているんだと思いました。 

 それで、これを見てみますと、団長と団員の差が物すごくあると感じていまして、答申の中にもそ

れは課題であるみたいな書き方がしてあったんですが、その根拠というのがどこにあるのかと、団長
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と団員で４倍以上の開きなんですが、団長は確かに大変だと思うし、いろんなことがあるんでしょう

が、その開きの根拠を知りたいのと、その差を埋めるべく団員をもう少し上げるとか、そういうこと

は考えられなかったんでしょうか。その辺の検討はどういう形でされたんでしょうか。 

○【平職員課長】 答申の中にある附帯意見だと思います。附帯意見の中では、非常に大きいと書い

てあるんですが、実際国立市の場合は、団長と団員の差が4.3倍です。それに対して、多くの市が４

倍未満の差の範囲におさまっているという意味で、ちょっと開きがあるというところで、答申の中で

は、今後の改定において、次の改定のときには、その差も考慮して改定していくというところが求め

られているところでございます。次回改定は、他市の消防団の報酬額の差なども今後も推移を見る中

で、改定のときにはそのあたりを考慮して、議論の中で、団長を下げて差を縮めるんじゃなくて、団

員を底上げするような形でやってほしい、そういう意見が出ておりましたので、その辺を踏まえて次

回の改定の際には検討してまいりたいと考えております。以上です。 

○【重松朋宏委員】 まず、この金額は年間ですね。つまり月額でいうと団員は月7,000円にも満た

ないぐらいで、実質ほぼ毎週何らかの訓練であったり、警戒があって、その上に出動している。報酬

以外の手当についてはどうなっていますか。 

○【古沢防災安全課長】 出動手当がございまして、こちらは１回につき2,900円ということになっ

てございます。他市と比べて大体同じような金額と見てございます。以上です。 

○【重松朋宏委員】 2,900円、これは出動の手当ですね。火災があって出動した場合の手当です。

訓練についても手当という形で出るんですか。 

○【古沢防災安全課長】 訓練についても手当を出させていただいております。 

○【重松朋宏委員】 ということは、報酬は訓練も毎週あって3,000円にも満たなくてというのは、

かなり少ない報酬手当で頑張っていらっしゃるんだと思うんです。国立市ではなく、他市で全国的に

報酬及び手当を個人に出しているのに、団でプールして運営費に充ててしまっているということが

時々報道されて、それが問題だと報道されることがあるんですけれども、国立市の場合はいかがでし

ょうか。 

○【古沢防災安全課長】 一応国立市におきましては、支出については各団の代表者１つの口座にお

振り込みをさせていただいておりまして、そこから各個人に渡っていると考えてございます。 

○【重松朋宏委員】 ということは、それぞれの団次第ということなんですけれども、だとすると、

十分にきちんと団の運営費は別途手当てすべきなんじゃないかと、あるいは団の運営というときに、

装備であったり、いろんな事務費だけではなくて、団員同士の関係、きずな、信頼感を高めるための、

はたから見ると単なる懇親会をしているようであっても、そういう場できちんときずなを深めている

からこそ、しっかり仕事ができているという側面もあるんでしょうから、そこの是非の判断は難しい

ところもあろうかとは思うんですけれども、それらも含めて、団員個々人が十分な手当を受けられて

いるのかなと思うんです。 

 その意味では、審議会の答申の一番最後の団員の報酬額の底上げは、私は、きちんと手当てしてい

ったほうがいいと思いますし、それを踏まえて、それぞれの団の中でも運営を透明化してもらって、

団としては実際に団員にはこれぐらい渡っています、これだけを消防団としての活動以外で、懇親的

になりますけれども、使ってもいますという透明性を高めることとセットで、それなりの底上げは必

要なんじゃないか、そういうことを言えるのは……。団員御自身になっていらっしゃる委員の方はな

かなか言いづらいと思います。ぜひ底上げして、しっかりと図っていっていただきたいと思うんです
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けれども、いかがでしょうか。 

○【橋本防災安全担当部長】 団の補助金というのがございまして、運営費補助金を35万円出してお

ります。今、重松委員がおっしゃったように、我々も団と話を持つ機会もありますので、情報収集し

ながら、どういう部分に課題があるとか、どういう方向がいいかというのは、話し合い、意見交換し

ながら、また次の課題解決に向けていければと考えているところでございます。 

○【重松朋宏委員】 最後に、総務省からなんですけれども、消防団報酬は交付税に位置づけられて

いますね。総務省から交付税の単価を上回るように通知がかつて来ているはずなんですけれども、そ

のことを御存じなのか、もし交付税算定額でどれぐらい算定されているということが今すぐ出るよう

だったら、その点も含めてきちんと交付税措置されている額、報酬として手当てされているのか伺い

たいと思います。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません。細かい内訳等が今ございません。消防費としまして

は、7,112万6,000円というのが、平成30年度の基準財政需要額における消防費の算定額でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。 

○【尾張美也子委員】 国立市の消防団員の方々の報酬を上げるという条例案ですが、この上げ幅を

見たときに、これで本当に十分なのかなと思いました。先ほど言いましたように、団員にとっての年

額８万円というのが本当に妥当なのかというのもありますし、あと、手当があるということは知らな

かったんですが、今の質疑の中で１回2,900円、これも2,900円かと。夜中でもいつでも決められてい

ないときに出るというだけのストレスと、そこで頑張らなきゃいけないという部分は、もう少し考え

てもいいんじゃないかと思います。 

 そういう中で、団長と団員の差が４倍以上あるというところは、ぜひ埋めていけるように、もっと

底上げしていけるように意見しまして、賛成の討論といたします。 

○【重松朋宏委員】 私は、この前の議案で、報酬審議会は20年間開店休業だと申し上げましたけれ

ども、消防団員の報酬額の改定が、この20年間でしっかりと諮問を受けて答申まで出した最初のケー

スに実質的になろうかと思います。 

 たしか４回ぐらいは、かなりしっかりと議事録も読ませていただきましたけれども、審議会での審

査をしていただきました。それを踏まえて、審議会としての団員の報酬額の底上げを図ってほしい、

団長と団員の差は、団長を下げることではなくて、団員の底上げが必要だという答申が出たので、ぜ

ひ市としても、人件費はふえるかもしれませんけれども、しっかりと手当てしていただきたいと思い

ます。 

 先ほど申し上げました、交付税単価を上回るようにという総務省の通知がたしか2011年に出ている

んです。そのときの標準の報酬月額が団員が３万6,500円、団長が８万2,500円と、実は結構低いんで

すけれども、そのかわり出動手当は7,000円、これから計算すると、今は額が上がっても月に手当等

を含めて２万円ぐらいになるか、ならないかぐらいなんです。仮に報酬を下げて出動手当をしっかり

とつけていくと、標準額でいくと３万円ぐらいになるんです。考え方は、全国消防団のでき方から実

態から、本当に津々浦々で違うので、標準的なものに合わせることが妥当と必ずしも言えない部分は

あろうかと思いますけれども、手当に割り振るのか、報酬に割り振るのかということも含めて、全体

の底上げを図りながら検討していっていただきたいということを申し上げまして、本条例改正につい
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ては賛成といたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで昼食休憩といたします。 

午後０時４分休憩 

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

午後１時５分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 ここで政策経営課長から発言を求められておりますので、これを許します。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございません。先ほど

重松委員の交付税の関係の御質疑の中で、消防費の普通交付税の基準財政需要額の算定に関しまして

7,112万6,000円と申し上げましたが、大変申しわけありません。手元の資料を１列見間違えておりま

して、正しくは10億3,788万2,000円が普通交付税の算定における消防費の基準財政需要額でございま

した。申しわけございませんでした。 

○【髙柳貴美代委員長】 ただいまの発言の訂正につきまして、委員長においてこれを許可いたしま

す。 

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

 議題(4) 第１１号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第５号）案 

            （歳入のうち所管する部分、議会費、総務費、消防費、教育費、諸支出

金） 

○【髙柳貴美代委員長】 第11号議案平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、総務

文教委員会が所管する歳入、議会費、総務費の一部、消防費、教育費、諸支出金を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成30年度国立市一般会計補正予算（第５号）案のうち、総務

文教委員会の所管する部分につきまして補足説明いたします。 

 初めに、歳入について御説明いたします。14ページから21ページになります。なお、項目が多い科

目につきましては主なものを御説明いたします。 

 款２地方譲与税から款８地方特例交付金までは、東京都の交付見込みに基づき増減するものでござ

います。 

 款９地方交付税、項１地方交付税は、決算見込みにより特別交付税を増額するものでございます。 

 款12使用料及び手数料、項１使用料は、コミュニティサイクル導入実証実験に伴う行政財産使用料

を増額するものでございます。 

 款13国庫支出金、16ページ、17ページにまいりまして、項２国庫補助金は、交付額の確定に伴う児

童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金の増額、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の追加

でございます。 
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 款14都支出金、項２都補助金は、18ページ、19ページになりますが、交付額の確定に伴い、公立学

校施設ブロック塀等安全対策支援事業補助金の追加を行うものでございます。 

 項３委託金は、歳出の補正予算に対応した住宅・土地統計調査委託金の減額を行うものでございま

す。 

 款15財産収入、項１財産運用収入は、財政調整基金積立等利子の減額を行うものでございます。 

 項２財産売払収入は、旧道路及び水路売払収入を増額するものでございます。 

 款16寄附金は、くにたち未来寄附による指定寄附金を増額するものでございます。 

 款17繰入金、項２基金繰入金につきましては、今回の補正予算の100万円単位の財源調整として財

政調整基金繰入金を減額しております。 

 款18繰越金、項１繰越金は、100万円単位未満の財源調整のため前年度繰越金を増額しております。 

 款19諸収入、20ページ、21ページの項４雑入につきましては、交付額の確定に伴い、ハロウィンジ

ャンボ宝くじ区市町村交付金を増額するものでございます。 

 次に、歳出の補足説明をいたします。歳出につきましては、大半が決算見込み、契約差金等による

減額でございます。主なものについて御説明させていただきます。 

 22ページ、23ページをお開き願います。 

 款１議会費、項１議会費は、決算見込みにより筆耕翻訳料などの減額を行うものでございます。 

 24ページから33ページまでが款２総務費です。 

 項１総務管理費につきましては、普通退職者及び勧奨退職者が発生したことにより退職手当を増額

しているほか、決算見込み等により訴訟委託料、ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処理等委託料、安心安全カ

メラ設置助成金などの減額を行うものでございます。 

 32ページ、33ページの項２徴税費につきましては、決算見込みにより還付金などを減額するもので

ございます。 

 項３戸籍住民基本台帳費につきましては、決算見込みにより通信運搬費を減額するものでございま

す。 

 項５統計調査費につきましては、決算見込みにより指導員調査員報酬を減額するものでございます。 

 66ページ、67ページは款９消防費です。 

 項１消防費につきましては、契約差金により消防団第五分団器具置場新築工事などを減額するもの

でございます。 

 項２災害対策費は、決算見込みによりブロック塀等撤去助成金などを減額するものでございます。 

 68ページから81ページまでが款10教育費になります。 

 項１教育総務費につきましては、決算見込みにより通級指導学級送迎サポート事業委託料、講師謝

礼等を減額するものでございます。 

 項２小学校費、72ページ、73ページになりますが、項３中学校費につきましても決算見込みにより

光熱水費、修繕費などを減額するものでございます。 

 74ページ、75ページの項５学校給食費につきましても、決算見込みにより臨時職員賃金などを減額

するものでございます。 

 項６社会教育費につきましては、76ページ、77ページでございますが、決算見込みにより埋蔵文化

財等調査嘱託員報酬などを減額するものでございます。 

 項７社会体育費につきましては、契約差金によりトイレ改修工事を減額するものでございます。 
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 項８公民館費につきましては、78ページ、79ページになりますが、契約差金により公民館外壁改修

工事実施設計委託料を減額するほか、決算見込みにより光熱水費などを減額するものでございます。 

 項９図書館費につきましても、80ページ、81ページになりますが、決算見込みによりカウンター等

業務嘱託員報酬、通信運搬費などを減額するものでございます。 

 最後に82ページ、83ページをお開きください。 

 款12諸支出金、項１基金費につきましては、次年度のまちづくり協力金等として支出するために、

企業誘致促進基金へ積み立てるほか、歳入に計上している指定寄附金をくにたち未来基金などに積み

立てるため増額を行うものでございます。 

 項２諸費につきましては、平成29年度の補助金額等の確定に伴い返還金を増額しております。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。 

 歳入、歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には補正予算書の該当するページを発言していた

だきますようお願いいたします。 

 それでは、質疑を承ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 それでは、大きく１点質疑したいのですけれども、19ページの指定寄附金

7,232万3,000円です。これはいわゆるふるさと納税なのですかね。たしか目的が５つほど設定されて

いましたけれども、この寄附金の内訳は大体どんなふうになっているのでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 御寄附をいただいたときの寄附者様の使い道の御希望という御質疑でよろ

しいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）平成31年２月18日現在での集計でございますが、この7,272

万4,318円のうち、718件の方からいただいておりまして、旧国立駅舎再築のためにが285件、谷保の

原風景保全のためにが36件、子育て・教育・福祉のためにが181件、文化・産業・まちづくりのため

にが47件、市長にお任せが167件、くにたちベンチ事業のためにが２件、以上でございます。 

○【尾張美也子委員】 件数に金額が比例するとは限らないと思うのですが、おおよその雰囲気がわ

かりました。 

 市のホームページを見ましたら、29年度の名前がばっと出ていて9,000万円以上ありました。それ

が今回は、いろいろな制約の中で7,000万円台というところであるのですが、市からの寄附のポータ

ルサイトを見たら、確かに５つのタイトルが載っていてどれか選んでくださいとあるのです。ちょっ

と何か、その中身の説明がほとんどなくて、ただタイトルが載っているだけで、えっと思って寂しい

なとか思ったのですけれども、実際、このポータルサイトにかける委託のお金はどのくらいかかって

いるのですか。 

○【黒澤政策経営課長】 幾らというのは決算額ということでよろしいでしょうか。済みません。

（「多分契約しているのかなとか思って。予算書では５万ぐらいと」と呼ぶ者あり）月額3,750円、

プラス消費税でございます。 

○【尾張美也子委員】 では、お金を払って載せてもらっているのだと思うのですけれども、確かに

旧国立駅舎の再築イメージというのは、多分知っている人はわかると思うのです。ほかの使い道につ

いて、国立市はこんな施策を頑張っていますよ、例えば子育て・教育・福祉だったら、今、幼児教育

をこういうふうに非認知機能を高めるようなことをやっていますよとか、このポータルサイトにちょ

っと空間があるので、そういうのを書いたりしてもう少しアピールして特徴を出す。例えば文化・産

業・まちづくりは、今年度はこういうことをやっていますとか、それに御協力くださいみたいな、何
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かそういうのがあるといいなと思ったのですが、その辺はどうでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 今、利用しているのが、最もベーシックな一番安いプランでして、多少制

約はありますけれども、その枠の中で、今、御指摘いただいたとおり、わかりやすく具体的なものを

出していきたいというふうに考えております。 

○【尾張美也子委員】 それと、あと市長にお任せというのは、市長さんを全面的にということがわ

かるのですが、そこにも例えば、この部分、市長は今年度はこういうことを頑張りたいと、こういう

ことに生かしたいというのがちょこっとあるといいと思うのです。市長さんとしてはどうでしょうか。

お尋ねします。 

○【永見市長】 私は、そのポータルサイトを見ていないので何とも言えないのですけれども、御指

摘の点は、一般の方はもっともっとわかりにくいと思いますので努力をさせていただきたいと思いま

す。 

○【尾張美也子委員】 意外とふるさと納税はいろいろな人が見ると思うので、そこでＰＲするとい

うのはすごく大事だと思うのです。これに連動する、例えば83ページで積立金を見ると、一番多く積

み立てているのがくにたち未来基金積立金。違う、道路・水路ですね。くにたち未来基金積立金とい

うのは、最終的にどういうことにつながっていくというふうに捉えればいいのですか。 

○【黒澤政策経営課長】 ふるさと納税の寄附をいただいたときに谷保の原風景の保全基金と、それ

から、旧国立駅舎の再築のためにつきましては、ここにあるとおり国立駅周辺整備基金には旧駅舎の

関係の御寄附いただいた方の分を入れます。谷保の原風景については、こちらの保全基金のほうに入

れまして、そのほかのメニューを御希望いただいた方につきましては、くにたち未来基金積立金とし

て4,758万1,000円でまとめておりまして、基金に積みまして、次年度以降、御希望に沿った形の事業

に充当してまいります。ですから、教育関係を御希望された方には教育の事業等に充当してまいると、

そのような処置でございます。 

○【尾張美也子委員】 そうなのですね。やっとわかりました。頭がごっちゃになっていたので、そ

ういうことなのですね。それはそれとして、ということは、役には立つように、できるように、それ

を子育て・教育と文化・産業・まちづくり、市長にお任せを全部ここに入れているわけですね。 

 予算特別委員会のときも出された資料を見ると、2019年から2026年まで、特に子供の貧困や子育て

支援に有効に使えるような基金である母子家庭などの自立及び子育ち支援基金とか、青少年育英基金

と、最初にあった基金、誰かが寄附されてそれを指定としてずっと使っているんだと思うのですが、

それがかなり目減りしていくなという感じを受けたので、何かそういうところにも振り分けるような

工夫とかをして少しずつふやして、実際そこから、例えば母子家庭の支援とか、そういう施策に生か

すという工夫なんかはできないのでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 そのような運用も技術的には可能でございます。 

○【尾張美也子委員】 ぜひその辺もやっていただきたいと思います。このままいくと、母子家庭と

か、青少年の基金というのが減っていくので、子育てを大事にするというまちとしてはやっていって

ほしいと思います。以上です。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、何点か御質疑させていただきます。 

 消防費の中の67ページのところです。感震ブレーカー設置推進事業補助金、これは50万円の減額補

正なのですけれども、実質利用された件数をまずお伺いいたします。 

○【古沢防災安全課長】 現在のところ、御申請いただいたものを含めまして、全てで４件でござい
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ます。 

○【稗田美菜子委員】 ４件だけということで。たしかこれは申請して、それから買った領収書をつ

けてとか、事務が煩雑だったと思うのですけれども、その使いにくさから利用が余り浸透しないのか

なとも思いますし、周知が足りなかったのかなと思います。１年間やってみて４件しかなかったのは、

原局としてはどういうふうに分析されているのかお伺いいたします。 

○【古沢防災安全課長】 確かに４件という、件数としてはかなり少ない件数だというふうに理解を

してございます。やはりどうしても周知が足りないのかなというところは感じているところでござい

まして、２月５日号の市報の１面のところを利用させていただいて、ブロック塀も含めて、感震ブレ

ーカーについても周知はさせていただいたのですけれども、それでも特に伸びがないということです

ので、これはやはり事務局としては反省をいたしまして、次年度はもう少し、わくわく塾のような防

災の講話というか、話に行った際に、実際に感震ブレーカーの実物が防災安全課にございますので、

そういったものを持参してわくわく塾の中の最後のほうで感震ブレーカーのお話なども少しさせてい

ただきながら、もう少し数字を伸ばしていきたいと考えてございます。 

○【稗田美菜子委員】 周知をしっかり頑張っていただくということで理解したのですけれども、申

請の手続がたしか煩雑だったと思うのですが、その辺はどういうふうにお考えになるのかお伺いいた

します。 

○【古沢防災安全課長】 申請につきまして、一度市に申請をいただいて、その後御購入していただ

いてから、もう一度実績の報告を出していただくという形で２回来ていただくような形になってござ

います。これは、この制度をつくるに当たって確かに悩んだところではあったのですけれども、少な

くとも最低この２回はというところで落ちついたところがございまして、一応、来年度についても、

とりあえずこの制度は変えないで、もう少し周知のほうで頑張っていこうといったところで、今のと

ころは考えてございます。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。そうしましたら、２回来なければいけないという制度の周知

も含めて、こういうものがあるということと、それから、それについては２回やりとりをしなければ

いけないということも含めて、平成31年度はしっかり頑張るとおっしゃってくださったので、しっか

り注目していきたいと思います。ぜひ頑張っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 もう一点、25ページの職員人件費等のところなのですけれども、6,262万1,000円。今、御説明の中

で普通退職者と勧奨退職者というふうにお話がありました。事前のヒアリングの中で普通退職者が４

名、勧奨退職者が４名、計８名と記憶しているのですけれども、間違いないか、まず確認のためにお

伺いいたします。 

○【平職員課長】 次の７号補正で、また１名、勧奨退職が追加になったのですが、５号補正の内容

については、おっしゃるとおり勧奨退職は４名と普通退職が４名になります。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。今は５号議案の審査ですので、お願いいたします。 

 この勧奨退職者なのですけれども、勧奨退職ですので、基本的には自己都合とは違うので、定年退

職と同じ月数、同じような金額が出ているのかなと思いますけれども、定年退職と同じになっている

のか、それとも上乗せが起きているのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 定年退職と全く同じではないです。勧奨退職の場合は、退職手当の基本額のとこ

ろに月給によって決まってくる部分があるのですが、そこに50歳から勧奨退職の対象になりますので、

１年について月給の２％上乗せをして支払うと、そういった上乗せはございます。 
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○【稗田美菜子委員】 そうすると、今回、４名の方がお出になられていますけれども、平均してど

れくらい、全部が年齢によるのかもしれませんけれども、２％ずつなのか、平均してどれぐらいの上

乗せが起きているのかお伺いいたします。 

○【平職員課長】 大変申しわけないですが、平均してどのくらいという数字は、今は持っておりま

せん。 

○【稗田美菜子委員】 済みません。事前に通告していなかったので、細かい数字になるのに通告し

ていなかった私もいけなかったのですけれども。２％ぐらいずつの上乗せが起きていて、４名の方が

退職されたということですけれども、この勧奨退職が、今回４名、人事配置でしたっけ、平成31年度

で４名減らすという目標としているというふうにお話を伺っていますが、その４名と合致しているの

かなというふうに私は見えてしまったのですけれども、そういうことではなくて、きちんとした制度

上の中で進めていることなのか、４名達成のために、ここにこういうふうな数字が出ているのかお伺

いします。 

○【平職員課長】 定員管理の定数減とは、ここは全く関係なく、これは個別に人を指名して勧奨と

かではなくて、庁内に通知をして、こういう仕組みがありますよというところで、本人の御意思によ

って退職をされるということですので、そこはつながりはないということです。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。そういうことで、今後出てくる予定の補正の中ではふえてい

る予定もあるようですけれども、その周知については細かな制度も含めて周知がされているのか、そ

れともこういう制度がありますよと、それを希望される方は職員課のほうまでというふうにしていた

だく大ざっぱなというか、概要だけで周知をされているのか、どういう周知をされているのかお伺い

いたします。 

○【平職員課長】 勧奨退職という制度の概要の周知と、あとは計算法などについても、あわせて周

知をしております。以上です。 

○【重松朋宏委員】 何点か伺いたいと思います。 

 まず、予算書71ページの教育費の教育関係扶助費、いわゆる就学援助事業費なのですけれども、対

象者数が見込みを上回ったということがちょっと気になるのですが、これはどういうことなのか。当

初人数を絞っていたけれども、それ以上出てきたのか、例年になくふえてきている傾向なのか伺いた

い。 

○【川島教育総務課長】 就学援助でございますが、これは年度当初に見積もった認定者数よりも実

績のほうが上回ったことにより増額をさせていただいております。プラス、こちらは入学前準備金の

増額をここで行っております。国のほうで要保護の基準額を上げてきておりますので、また、市の判

断において準要保護についても入学前準備金の金額を１万円上げてございますので、その部分を含め

まして増額補正という形で提案をさせていただいております。 

○【重松朋宏委員】 全体で80万円ということは、そんなに対象者数が見込みを大幅に上回って大き

な傾向が出てきているというわけではないというレベルの補正ということでよろしいのでしょうか。 

○【川島教育総務課長】 当初の見込みで大体認定率が11.7％ほどで見込みを立てさせていただいた

ところですが、実際の認定率といたしましては12％ちょっとぐらいの認定率でございますので、それ

ほど大きな開きはないという状況でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。総務費の別のところで、土地何とか統計調査がありますけれど

も、あれは５年に１回で、あれで大体世帯年収の区分が国立市でも出てくるのですけれども、2013年
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と、そのさらに５年前とを比較してみると、年収500万円以下の世帯が結構急増しているのです。700

万円から1,000万円ぐらいの世帯は減ってきていて、1,500万円以上の世帯がまたふえていたりという

ようなことがあったりして、全体的に国立市民の経済状態としても比較的裕福と思いきや世帯年収が

500万円前後の就学援助にひっかかってくる世帯が全体的にふえてくる傾向なのかなというふうに思

って質疑しました。ただ、大きな傾向が見えるというわけではないということです。 

 同じく予算書の75ページ、給食センター管理運営費の臨時職員賃金なのですけれども、これは決算

見込みでかなり大きく減っているのですが、臨時職員は、賃金も採用する人数もそんなに見込みが大

きく変動する要素が余りないのにこれだけ減っているのはどうしてかなと思うのですが、その点につ

いて。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 お答えいたします。理由はさまざまなのですけれども、基本

的には欠員が生じまして、また、あと欠勤もありました。インフルエンザとか、ノロウイルスなどの

感染である程度長期で欠勤になった方、それから、欠員に関しましては、健康面や家族、それから、

正職がほかで決まったとか、資格取得のためにおやめになるとか、さまざまな理由があるのですが、

今回はそういった欠員が結構多かったということでございます。以上です。 

○【重松朋宏委員】 それで欠員が出るということは、現場で働いている方の人数が実人数として多

分減っているということだと思うのですけれども、この間、臨時職員の採用を市報だけでなく、チラ

シを張られたり、結構精力的に募集をかけないとなかなか埋まらないような状況があるみたいなので

すけれども、そのことをどう考えていらっしゃるのか。 

 私は、やはり臨時職員の時給が安いので、どうしても集まらない傾向があるのではないかなと思う

のです。2020年度に向けて会計年度任用職員にしていくということと、建てかえのときに体制が変わ

る可能性もあるということもにらみながら、今後どのようにしていくのか、一定の方針がもし出てい

るようでしたら伺いたいと思います。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 現状のお話をさせていただきますと、まずはどういうふうに

周知しているかということですが、市報、ホームページ、それから、無料サイトもございます。それ

から、立川のハローワークに非常にお世話になっておりまして、合同面接会、個別の面接会を給食セ

ンターのほうでやったりというようなことで、さまざまな取り組みをさせていただいております。 

 どういうふうに考えるかというところなのですけれども、なかなかやはり人が集まらないというこ

とは事実でございますが、お子様が小さい方で、幼稚園、保育園に通われているお母さん方などは割

と仕事としてはこの時間帯に合っている方もいらっしゃる。例えば配膳員などは割と合っているので

はないかなというところでハローワークなどでは、マザーズというところがございまして、そういう

就職口を探していらっしゃる方たちが集まるようなところに力点を置いて、そういうところに行って

アピールをしたりとかはやっておりますが、今後もそのような形でやっていくしかないかなと思って

ございます。 

 これからのことに関しましては、まだ方針等は決まっておりませんので、とりあえずは現時点の形

を維持しまして、人の不足にならないような形で頑張っていきたいと思っております。以上です。 

○【平職員課長】 まず、指摘の中の賃金の水準が低いのではないかというところで、給食センター

の調理の方の単価でいうと、他市と比較して決して低くはない状況ですので、そこだけとは言えない

のかなというところと、あとはもう１つ、会計年度任用職員の導入に伴ってどういう方針になってい

るかというところなのですが、公共一般職員組合の非正規の組合の方と協議を進めておりますので、
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詳細はお話しできない部分もあるのですが、基本的には期末手当が国の制度設計の中で出るという中

で、そこも含めて、今後適正な水準については整理していきたいというふうに考えております。以上

です。 

○【重松朋宏委員】 給食センターにまた戻してお尋ねしますけれども、人が不足しているというの

は４月以降、もう春休みに入っているので今は大丈夫だと思うのですけれども、新学期からある程度

……（「入っていない」と呼ぶ者あり）まだ春休みに入っていないか。済みません。間もなく春休み

に入りますけれども、新学期からは人手不足は解消される見通しなのでしょうか。それとも、やはり

引き続き厳しい状況なのでしょうか。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 ただいままさに面接等をやっている最中でございまして、現

時点では何とも言えないのですが、もしかすると欠員のまま開始となる可能性はございます。欠員の

人数としましては、調理員の臨時職員さんの人数としましては３名程度足りなくなる可能性はござい

ますが、今まさにやっている最中でございますので、もうちょっと注視をしていただければなと思い

ます。以上です。 

○【宮崎教育次長】 給食センターの調理等につきましては、基本的には正職員、それから、嘱託員、

そして、臨時職員さんの体制でやっている中で、臨時職員さんの人数はかなり多くなっております。

そういった中で、欠員が生じないように努力させていただくというところはございますけれども、近

年の傾向を見ますと、やはり新しく入ってきた方が、古い方でよく仕事を知っている方と一緒にやる

中で、なかなか仕事を覚えるのが大変でというところもあろうかと思います。現状、今は建てかえま

での間は少なくともこの体制でやっていきますので、入ってきた方が早く仕事を覚えて働いていける

ような仕組みは給食センターも既に構築しております。今後人員確保をした上で、そういったところ

にも気を配ってまいりたいというところはございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 給食センターが老朽化して、古い器具をだましだまし使っているというのも、

やはりなかなか仕事を覚えるのが難しいという要素にもあるのでしょうか。これが建てかえられて、

ある程度仕事の流れも合理的に、効率的にできていけば、例えば職員の定着という面でも多少は改善

が見込めるものと考えてよろしいのでしょうか。 

○【吉野市立学校給食センター所長】 老朽化に関しましては、ダイレクトに人の定着云々には影響

はないかなとは思ってございますが、確かに老朽化はしてございますので、今はマニュアルを整備し

まして、人によってやり方が変わったりとか、それから、ベテランの方がおやめになったときに、次

の方がなかなかわからないということを防ぐためにマニュアル化を順次進めておりまして、平準化で

きるような形でやっております。以上です。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。給食センターの臨時職員賃金については、この程度にとどめて、

最後に予算書の83ページ、国立駅周辺整備基金積立金に……（「だめ、だめ」と呼ぶ者あり）これは

入らない……。 

○【髙柳貴美代委員長】 積立金のところですよね。 

○【重松朋宏委員】 積立金ならいいですよね。 

○【髙柳貴美代委員長】 基金積立金のところですね。 

○【重松朋宏委員】 歳入じゃなくて。ですよね。（「何でもありになってしまう」と呼ぶ者あり） 

 ここに歳入のメルチャリの施設利用の入ったものが、こちらの国立駅周辺整備積立基金のほうに積

まれているというふうに事前の説明のときに伺ったのですけれども、そのことでよろしいのかという
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ことと、それが本当に妥当なのか。ちょっと違うのではないのかなという気もするので、その点につ

いて説明お願います。 

○【黒澤政策経営課長】 今おっしゃられたとおり、この国立駅周辺整備基金積立金2,226万1,000円

のうち、17万円がメルチャリをやったときの行政財産使用料で、国立駅のところにあったポートの分

の行政財産使用料でございます。どこに積むのが妥当なのかというところに関しましては、これまで

も国立駅周辺の市の用地を駐車場等に貸し付けたものにつきましてもここに積んでいるといったこと

がございますので、同じような扱いで国立駅周辺整備基金のほうに積ませていただくと、そのような

判断をしたところでございます。 

○【重松朋宏委員】 国立駅周辺整備基金に積み立てになったのは、国立駅前の行政財産使用料の部

分のみ、それ以外は入っていないということでよろしいですか。 

○【黒澤政策経営課長】 そのとおりでございます。全体としましては、39万6,000円ほどメルチャ

リ全体としてはございまして、そのうちの17万円が国立駅分であるというところからも、そこの分だ

けは国立駅周辺整備基金のほうに積み立てるといったことでございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。残りの分については、どちらに積み立てるのですか。 

○【黒澤政策経営課長】 こちらは積み立て等は特段行っておりませんので、予算書上は出てきてい

ないところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 14ページの地方交付税についてちょっと聞きたいのですけれども、予算特別委

員会で平成30年度は交付団体になったと聞いたと思うのですが、普通交付税はどこに入っているので

すか。 

○【黒澤政策経営課長】 普通交付税でございますが、２月末ごろの通知によりまして554万8,000円

交付されるといった通知をいただいておりますが、予算のところでは間に合っていないということと、

細節になりますことから、ここの予算計上はしなかったところでございます。 

○【藤田貴裕委員】 では、どういうふうにあれなのですか。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけありません。この特別交付税のここで補正させていただいている

のは、12月ごろ、これぐらい入ってくるといった通知がありましたので、ここで補正させていただき

ます。普通交付税につきましては、決算時の処理のときに処理をさせていただきたいと思っておりま

す。 

○【藤田貴裕委員】 そういうやり方があるのですね。よくわかりませんけれども。 

 では、特別交付税の中身について、ちょっと教えてください。 

○【黒澤政策経営課長】 不交付団体だったときは、12月の交付ではかなり割り落としをされていま

したけれども、今回につきましては交付をされております。中身でございますが、さまざまございま

して、例えば自転車駐車場の整備分ですとか、ダイオキシン対策、それから、個人番号カード多目的

利用、いわゆるコンビニ交付でございます。それから、文化財保護、また、自転車駐車場、今度は運

営側を見ていただいているとか、そういったものさまざまで3,359万9,000円が12月分として入るとい

った通知を受けております。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 この補正、３月の時点でのいろいろな差額とかでまとめていくところなので
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特に反対するところはないのですけれども、１つ、先ほど質疑しました寄附について、ぜひサイトを

見たときにぱっと目を引くような、国立市のイメージがわかるような、もう少し魅力的な宣伝をして

いいと思います。国立市のホームページで寄附金のところを見ると、本当にいろいろな人が寄附して

いるのだな、すごいなとか思うのですけれども、歳入については寄附が入ることもそうですけれども、

やはり住む人がふえること、そこにつながる宣伝もそこでついでにできてしまうのではないかなとか

思います。 

 実は、これは本当は予算で言いたかったのだけれども、時間がなかったので言わせてもらうのです。

国立市ならではの宣伝があるかなと。私はいろいろな自治体に住んで、国立市はここがいいと、ほか

の人が余り言わないことなのですけれども、小さいまちだから時間が有効に使えるのです。普通、大

きなまちの市役所に行くと、行くだけで時間がかかって、駐車場に入るまで待って時間がかかって、

窓口で並んで時間がかかって、半日過ごしてしまったみたいな、半日それに時間がかかったみたいな

札幌市の中央区などはそうだったのですけれども、ここだとぱっと来て、すぐ入って、すぐ窓口に行

って、丁寧に受けて、それで帰ってほかのところにも行けると。コンパクトなまちのよさはそういう

ところで、広くないからいろいろなところにすぐに行けてしまう。窓口も近くにいっぱいある。すご

く使いやすい。それから、一人一人に寄り添った支援が可能なまちだと思います。そういう細やかな

支援ができるまちで、自転車でどこでも行けて、時間が有効に使えて、そして、コンパクトなまちだ

けれども、田園風景の自然もすてきで、それから、学校が小さい。これも実は、逆に武器にしてしま

えばいいのです。先生方が子供たちみんなの名前を覚えられる、とても温かい学校なのだよとか、小

さいことをだめなことではなくていいことにして、もう教育環境は抜群ですよとか、そういうことで

ハードはちょっとにしても、いっぱいセールスできることはあると思うのです。だから、そういうと

ころでもっと国立市の特徴を知らせる工夫をしていってほしいという願いを込めて賛成の討論としま

す。 

○【重松朋宏委員】 私からも２点意見を申し上げた上で、本補正予算案には賛成したいと思います。 

 １点目が、今、尾張委員もおっしゃったふるさと寄附についてです。今、予算特別委員会でもふる

さと納税サイト、大手何社かありますけれども、国立市が参加しているものをふやすというのは恐ら

く今のふるさとチョイスという、各自治体がこういう返礼品がありますよというので、返礼品の魅力

で各自治体競っているものと、もう１つ、同じ事業者がクラウドファンディング的に物消費から事消

費のような形で、こういうことを実現するために目標額をこれで集めますという、あちらのサイトの

ことではない。──ではないのですね。こういう事業をしていく、あるいは国立駅舎のような形で施

設をつくっていく、改修していくというようなのを、その魅力を打ち出して募集をかけているサイト

を同じ事業者でやっていまして、国立市はそちらのほうに参加していないのです。 

 ほかの大手の事業者は、やはり依然として返礼品競争になっているので、その中で競争をしても正

直余り効果はそんなに感じられないと私は思うのです。これからはむしろ、国立市はこういう事業を

やっていきます、ぜひ国立市民も、国立市に何らかの縁がある人もぜひ着目して財政的に支えてくだ

さいというのは、いろいろな事業で、国立市はいいものを、可能性を秘めていると思うので、そこに

注目してやっていっていただければなというふうに思います。余り返礼品競争に国立市が参戦して幾

らあれしても、正直そこの土俵で勝負するよりは、国立市独自の本来の寄附金控除の、自治体のやっ

ているいいことに寄附を求めるというような形にしていっていただければと思います。 

 それから、もう一点が給食センターの臨時職員賃金、待遇についてなのですけれども、他市と比べ
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て、そんなに国立市が高いわけではないとおっしゃっているのは、恐らく他市も含めて低いというこ

とだと思うのです。今、一般の賃金は正社員の賃金は、実質賃金としては下がっているぐらいで余り

大して上がっていないのですけれども、パート、アルバイト、特に首都圏はどんどん上がっていって

いるのです。多分時給1,000円とかで募集してもなかなか集まらないぐらいで、そういう中で他市の

臨時職員と比較して余り低くないからといってもなかなか見向きもされないと思います。これは一朝

一夕で目の前の雇用情勢を見て上げたり下げたりという性格のものではないのですけれども、その時

給できちんと生活していける仕事と待遇なのかということをよく考えていっていただければと思いま

す。特に給食センターというのは、今でも直営とはいえ、ほとんど非正規、しかも臨時職員でもって

いるような職場なので、私はもう民営化するかどうかというよりも、今のこの待遇をきちんと考えた

ほうがいいのではないかと思いますので、会計年度任用職員は来年からスタートですけれども、それ

を見据えて全体の待遇改善、特に臨時職員は国立市民の人が多いと思いますので、国立市民への経済

効果や雇用という面でも考えていっていただければと思います。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、賛成の立場で討論させていただきます。 

 質疑の中で伺いましたように、感震ブレーカーについては、国立市の場合には、災害が起きた場合

に火災での延焼が一番、けさもありました、地震が起きた際の地震での倒壊もそうですけれども、火

災が一番危険であると。それについてはブレーカーが、電気が一度途切れて、通電したときに、そこ

の火花によって火災が起きる可能性がある。だから、感震ブレーカーが必要であるといったことが導

入を進めているはずですし、ブロック塀についても努力して減額でしたということではないと思うの

で、ぜひ周知をしっかり進めていっていただきたいと思います。 

 それから、職員さんの人件費のところで増額補正というところでしたけれども、質疑をしましたと

ころ、適正化計画に基づいて進めたわけではなくて、きちんとした制度周知をして、制度もそうです

し、計算方法も含めて周知をしたところ申し出があったといったということで理解をいたしました。

この段階での減額補正が多い補正ですので、しっかりと事務をしていただいたということで賛成の討

論とさせていただきます。 

○【藤江竜三委員】 私も賛成討論なのですけれども、まず、ふるさと納税です。私は返礼品競争に

戦って勝たなくてはいけないだろうと思っている派なのですけれども、それでどんどんいかなる方法

でもというふうに思っているぐらいで、他市が100億円キャンペーンというのをやっていて、アマゾ

ンギフト券を配って何億円ぐらい集めるのだろうなと思って見ていると、そういうのも合法的な範囲

内でやるならば、私はやっていくのもありなのではないのかなと思います。国立市の中でどういった

ものが魅力的なのかということを、いろいろあると思いますけれども、そういうのを積極的に進めて

いってほしいと思います。 

 それと、給食センターの臨時職員のことについては、私もやはり人が定着しないであったり、集ま

らないというのは単純に給与の問題のことが一番多いのかなと思いますので、上げていくことも考え

ていく必要があるのではないかと思います。給食センターだけではなく、ほかの部分もそういったこ

とで、やはり人を入れかえて、人を集めるというのも、それもまたコストですので、そういった一々

煩雑なことをするならば、多少時給を上げて長い間とどまって仕事を覚えてくれるというメリットは、

やはり長期的なことを考えればこちらのほうがコストが低いという可能性もあると思いますので、そ

ういったところも含めて考えていただけたらと思います。 

 それと、感震ブレーカーのところ、1,000円から2,000円ぐらいの補助金をもらうために市役所に２
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回来て、書類を書いて、しかも、今、手引きというのを読んでみたら６ページあって、多分それはも

らいに来ないだろうというのが正常というか、感覚なのではないのかなと思います。この４件という

のも、もしかしたら関係者なのではないかと思ってしまうぐらいの人数ですので、ぜひとも市役所に

１回も来なくてももらえる制度設計にするにはどうすればいいのかというところぐらいから考えて、

本当に簡単にするにはどうしたらいいのか。感震ブレーカーの数がふえるというところが最終ゴール

だと思いますので、そのためにはどうしたらいいのかということを工夫してくださいと言うのは簡単

なのですけれども、そう言うしかないので、ぜひとも考えて検討していただけたらと思います。以上

です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(5) 第２１号議案 国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例案 

○【髙柳貴美代委員長】 第21号議案国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 当局から補足説明を求めます。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第21号議案国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明させていただきます。 

 本条例案は、平成30年度の東京都人事委員会勧告を踏まえ、期末手当の支給率を年間で0.05月引き

上げるため、条例の一部を改正するものです。 

 特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用を定めている第５条中、期末手当の支給率に関し、

６月期、100分の152.5を100分の155に、12月期、100分の162.5を100分の165に改定するものです。こ

のことにより一般職の任期付職員の期末手当の年間支給率は3.4月から3.45月になります。 

 次に、付則第１項は、この条例は公布の日から施行するものとし、平成30年12月１日から適用をす

るものです。 

 次に、付則第２項は、平成30年12月１日を基準日として支給する期末手当にかかわる支給率につい

て特例措置を規定するものです。 

 最後に、付則第３項は、期末手当の内払いを規定するものです。 

 よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 まず、１人当たりですと0.05カ月分といいますと、大体平均で幾らになるのか。

あと、市の支出増ということになると思うのですけれども、全体でどれぐらいの影響になるのか伺い

ます。 

○【平職員課長】 まず、１人当たりの平均でというところなのですが、手当としては３万676円と

いうことになります。市への影響額というところでいいますと、共済費なども含まれていきますので、
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それらを含めますと３万6,551円というところになります。平均というところなのですけれども、現

在１名というところです。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 一般職なので平均も何も１名だということですね。 

 人事院勧告、あて東京都の人事委員会勧告は、一般職の普通職員について勤勉手当のアップという

ことで勧告が出ているのですけれども、勤勉手当ではなく期末手当に振りかえることが可能なのかと

いう、それが妥当なのかということと、なぜこの3.45カ月なのか。一般職はたしか2.何カ月だと思う

ので、期末手当自体が任期付とで違うと思うのですけれども、その考え方を伺いたいと思います。 

○【平職員課長】 まず、一般職のほうの考え方なのですが、これは東京都の人事委員会が東京都内

の事業者に対して調査をする中で、民間従業員のボーナスにおける考課査定分、成果の部分の割合と、

あとは国の人事院の勧告の内容を考慮して勤勉手当、つまり能力給的なところに対してふやしていく

と、そういう趣旨で人事委員会が勧告をしている。一般職について、そこで適用していくという考え

方でございます。特定任期付職員につきましては、ある種特殊なといいますか、専門的な任務につか

れているということで、一般の職員と異なる給与制度をとっておりまして、能力給的な勤勉手当とい

うのは支給されていないというところがございます。そういった意味で、期末手当で支給するという

のは、これは人事委員会の勧告についてもそういう勧告になっておりますので、そちらに沿ったとい

う考え方でございます。以上です。（「月数の関係」と呼ぶ者あり） 

 月数は、一般職員が0.1月で、0.05カ月ということで、こちらにつきましても人事委員会の勧告に、

考え方としては沿ったということでございます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ質疑を打ち切り、討論に入ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 本条例改正については、東京都の人事委員会勧告にほぼ沿っているものという

ことで、今後も東京都の人事委員会勧告に沿って、給与、手当は任期付職員も一般職も行っていくと

いうことだと思いますので、私は賛成いたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

午後２時２分休憩 

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

午後２時１５分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 議題(6) 第２２号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

○【髙柳貴美代委員長】 第22号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を議題といた

します。 
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 当局からの補足説明を求めます。行政管理部長。 

○【雨宮行政管理部長】 それでは、第22号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に

つきまして、補足説明させていただきます。なお、あわせて総務文教委員会資料№19も提出させてい

ただいておりますので、御参照いただければと思います。 

 本条例案は通勤手当の支給限度額の設定、年末年始の休日勤務手当の廃止、また平成30年度の東京

都人事委員会勧告を踏まえ、勤勉手当の支給率の引き上げ及び初任層の給料表の改定を行うため、条

例の一部を改正するものです。 

 通勤手当を規定している第８条の３第２項第１号及び第３号中の通勤に要する運賃相当額について、

月の支給限度額を国に準じて５万5,000円と設定するものです。 

 次に、年末年始に勤務した場合の休日勤務手当等を規定している第12条の２は削除するものです。 

 次に、時間外勤務手当等に関する規定の適用除外を規定している第14条の２中の第12条の２を削除

するものです。 

 次に、勤勉手当を規定している第16条の表中の支給率について、６月期及び12月期おのおのに一般

職は0.05月、再任用職員は0.025月の引き上げを行うものです。このことにより一般職員の期末勤勉

手当の年間支給率は4.5月から4.6月に、再任用職員の期末勤勉手当の年間支給率は2.35月から2.40月

になります。 

 次に、給料表の改定は別表第１及び別表第２について、初任給を引き上げるとともに、初任層の給

料額についても引き上げを行うものです。 

 次に、附則第１項、この条例は、平成31年４月１日から施行するものとし、第16条の改正規定及び

附則第３項の規定については公布の日から施行するものです。 

 次に、附則第２項、改正後の第16条の規定は平成30年12月１日から適用するものです。 

 次に、附則第３項は平成30年12月１日を基準日として支給する勤勉手当にかかわる支給率について、

特例措置を規定するものです。 

 最後に附則第４項は勤勉手当の内払いを規定するものです。よろしく御審査のほどお願い申し上げ

ます。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。質疑を承ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 それでは、今回人事委員会勧告が出て、そして組合との交渉の中で時間もか

けて今回出されたと思うんですけど、幾つか聞きたいと思います。 

 まずこの勤勉手当が、初任給が1,000円上がるというのはわかります。これは特別給の賞与が0.1カ

月分、勤勉手当に配分するということは、これは評価にかかわって一人一人もらう率というのは変わ

ってくるというふうに理解していいんですか。 

○【平職員課長】 勤勉手当は人事評価の処遇の反映に影響がされるということでございます。 

○【尾張美也子委員】 これは平均で0.1なんですけれども、多くもらう職員と少なくもらう職員と

言ったあれですけれども、それが反映される、その幅というのはどのくらいになっているんでしょう

か。 

○【平職員課長】 幅ということでございますけれども、基本的には職層によってもらえる勤勉手当

から拠出をして、その拠出したものを上位、最上位というところに配分するという形になります。そ

の幅というところは、その人のどのくらい勤勉手当をもらえるか、スタートラインとの兼ね合いがあ

るので、一概にはなかなか難しいところがございます。以上です。 
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○【尾張美也子委員】 ということは人事評価によっては拠出したけど、上がらない人もいるし、す

ごい上がる人もいると考えていいわけですか。 

○【平職員課長】 上がる、上がらないというところでは今回0.1カ月増になるんですが、その方は

そこから拠出しますので、全くもらえないというか、全く0.1カ月丸々ふえる人ばかりではないです

けど、ふえない人がいるということではないです。以上です。 

○【尾張美也子委員】 一応ふえ幅はいろいろあるけど、その評価によりけりというちょっとその辺

が私も何とも言えない。評価というのは市役所の職員で評価し合うというのは大変なことなんだろう

なと。何をもって評価、目に見えないものもあるだろうしといろいろ考えると、すごく複雑なんです

けど、組合と妥結したというところで酌んでおきます。 

 それから、交通費の上限額が決まったということで、月５万5,000円というとここからどのぐらい

の距離のところから通勤するという感じなんでしょうか。 

○【平職員課長】 ５万5,000円で確認しましたところ、東は水戸の手前とか館山のあたり、西は小

淵沢のあたりまでです。あと南は伊豆半島の伊東のあたり、北は宇都宮のあたりまで、金額的には範

囲になってきます。ただ、通勤時間とかもあるので、実質的には通勤可能なところはほぼカバーでき

るのではないかと考えております。以上です。 

○【尾張美也子委員】 わかりました。ということは今現在この５万5,000円ほどの人はいないとい

うことでいいわけですね、以上の人はというか。 

○【平職員課長】 現在はおりません。 

○【尾張美也子委員】 わかりました。あと気になったのが年末年始に勤務した場合の休日勤務手当、

清掃の方だとかごみ出しとか市役所の警備員だとかなんですが、例えばここの方々が年末年始にこれ

まで何人ぐらい仕事をされていたんでしょうか。 

○【平職員課長】 平成30年度ですので、30年度の年末年始でいいますと６名です。金額にして１万

400円の支給実績がございます。以上です。 

○【尾張美也子委員】 ６名の方で１万400円、年末年始も普通の日と言っちゃえばそうなのかもし

れないけど、日本の場合は普通じゃないですよね。例えばお正月早々とか年末とかは多少の手当はあ

ってもいいのかなと思うんですが、これをなぜ今やめなきゃいけないということに至ったんでしょう

か。 

○【平職員課長】 委員おっしゃるようなところも心情的にはわかる部分もあるんですが、基本的に

近年市役所におきまして、土日開庁であったりあとは休みの日にさまざまなイベントとかで、休みの

日に出勤するというのは、かなり職員は全体として多くなってきております。また、民間においても

何十年前と違って、無給で仕事をしているような、店を開いているような社会情勢もありまして、こ

こでは年末年始だけを殊さらに加算をしていくというのは、なかなかそういう理由が減ってきている

のかなという部分がございます。 

 あと26市の中で年末年始の手当を出しているところも、国立市を含め４市になっているという中で

は、情勢適応の観点からもここで廃止していくことが妥当と判断をしたというところでございます。

以上です。 

○【尾張美也子委員】 確かに市役所の職員は日曜出勤がいろいろな行事に参加されて、本当によく

頑張っていらっしゃって、大変だなと思うんですけど、日曜出勤に関しては日曜出勤の手当って出て

ないんですか。 



－ 41 － 

○【平職員課長】 土曜日、日曜日、通常勤務しない日に出勤した場合には休日勤務手当ということ

で出ております。 

○【尾張美也子委員】 ということは年末年始は休日勤務手当は出るんですか。 

○【平職員課長】 それは出るということです。今回廃止するのはあくまで加算として、こういう形

で上乗せしてほかの休日に出る方と区別して、年末年始だけ殊さらに加算するというのをなくすとい

った趣旨でございます。以上です。 

○【尾張美也子委員】 わかりました。じゃあ休日勤務手当としては出るわけですね。それって１日

どのくらいなんですか。それはもう職種で違うんですか。 

○【平職員課長】 その働く方の時間単価と業務の量に応じてということになると思います。以上で

す。 

○【尾張美也子委員】 ということは例えば清掃業務の従事者とかの単価によって違うということで

すか。 

○【平職員課長】 時間外というような形で、100分の135という形で時間外勤務として出ていくとい

うことでございます。以上です。 

○【尾張美也子委員】 わかりました。それではもう１つ、これまで出される中で結構時間がかかっ

ていたと。組合との交渉の中でいろいろとあったんだと思いますが、このほかに組合との交渉で時間

がかかったものでポイントというのがあったら教えてください。 

○【平職員課長】 職員組合との協議の中では、やはり年末年始のこの加算の廃止というのは一番大

きな争点だったかと思います。それ以外には協議に時間がかかった理由として、あと永年勤続報奨と

いうところで、長年働いてきた方に職免を与える、そこの部分の協議に時間がかかったというところ

がございます。あとはそれ以外には人事評価結果の開示をどのような形でしていくか、そのあたりに

ついても協議にかかったということでございます。以上です。 

○【尾張美也子委員】 今のでは項目なんですが、その交渉のポイントと妥結した結果というのを教

えてください。 

○【髙柳貴美代委員長】 尾張委員、この条例の中の内容に関して。 

○【尾張美也子委員】 それとセットで出てきたわけで、そこがきちんと協議が調ったことによって

出てきたわけですよね。 

○【髙柳貴美代委員長】 尾張委員、この条例の内容を質疑していただけますか。 

○【尾張美也子委員】 それに関する、これが出てくる背景ですね。 

○【髙柳貴美代委員長】 先ほどの答弁でありましたよね。（「セットで交渉妥結になったから」と

呼ぶ者あり） 

○【尾張美也子委員】 交渉妥結の背景。 

○【髙柳貴美代委員長】 それでしたら提出過程ということですか。 

○【尾張美也子委員】 提出過程ですね、背景、その提出されるまでの過程を教えてくださいという

ことです。 

○【髙柳貴美代委員長】 概要を答えてください。（「内容」と呼ぶ者あり）概要で。 

○【平職員課長】 職員組合と協議する中では、幾つか立場が異なる点が当然ございました。当然今

回出させていただいている年末年始手当の廃止と通勤手当の上限設定、ここも立場は異なる部分だっ

たんですが、全体の中で妥結をしていただけたというところになります。それ以外には期末手当にお
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ける除算率の見直しということで、疾病からの復帰と職業生活の両立を図るという趣旨で、期末手当

の算定期間から病気休暇を除算するような仕組みになっているんですが、そこを廃止をしていくと、

除算しないというふうな内容になりました。そういった…… 

○【髙柳貴美代委員長】 職員課長、概要で結構です。 

○【平職員課長】 あとは済みません、結婚休暇の見直し、あとは人事評価結果の開示、あと人員配

置等の要望もありまして、その全体の協議する中で妥結はしたということでございます。 

○【重松朋宏委員】 職員組合とさまざまな点を交渉して、それぞれにとって押すところと引くとこ

ろとあって、パッケージとして妥結した結果がこの条例にも反映されているということです。基本的

に考え方として情勢適応の原則という言い方で、国や東京都あるいは他市にさまざまな制度を合わせ

ていくという考えで市当局としては交渉してきた、あるいは今後もそういうスタンスで組合とは交渉

していくということになるんでしょうか。 

○【平職員課長】 さまざま我々地方公務員の給与を決める条件はあるんです。これまでお伝えして

いる情勢適応も当然あるんですが、それ以外にも地公法の第24条にある均衡の原則というところもご

ざいます。その中では具体的に職員の生計費、あとは国家公務員の給与、ほかの地方公共団体の給与、

民間企業従業員の給与、その他の事情等を考慮し、決めなければいけないということになっています

ので、そういった意味で均衡の原則というのも入ってくると。その中でそれと情勢適応です。そうい

った部分で考えているというところでございます。以上です。 

○【重松朋宏委員】 ということは均衡の原則、横並びだなという感じはするんですけれども、それ

は均衡の原則のほうで、情勢適応の原則というのはそれだけじゃない、もっと大きな社会情勢を考慮

しているということなんですか、ちょっと抽象的になりますけれども。 

○【平職員課長】 国立市におきましては人事委員会を持っておりませんので、東京都が行っている

人事委員会の勧告を尊重して、この情勢適応の原則であったりあとは均衡の原則、横並びにというふ

うな御指摘でもあるんですが、そこを尊重して給与水準等を決めていかなければいけないというとこ

ろで考えております。 

○【重松朋宏委員】 横並びってマイナスのニュアンスで言う場合と、あるいは逆に待遇をあそこま

で上げようよというような形で使う場合と、私もちょっと都合よく使い分けている部分はあるなと思

ってしまうんですけれども、なぜこの話をしたかというと、年末年始の勤務した場合の休日勤務手当、

なくしていくのが情勢適応、そういう社会情勢なのか、あるいはこの年末、文京区などで区長の仕事

納めのそういうのもやめて、みんななるべく有給休暇とって、長く休めるようにというふうにしたり

だとか、必ずしも年末年始を１年間のほかの休日と同じようにというのとは違う意味の情勢もあろう

かと思うんですよね。あるいは１月１日の営業なんかも逆にやめ始めている民間の業者もあったりし

て、それを考えると年末年始で１年間のほかの土日、休日と同じ扱いにしていこうということなんで

すけれども、必ずしもそうじゃないような部分もあるんじゃないかと。 

 特に多くの役所も民間の会社もとまる中で、市役所の警備の人が唯一市役所でいる人というふうに

なると、そこにいろいろな緊急の相談だったり話が来たりという、年末年始がやっぱり多くなる部分

もあるんじゃないかということを考えると、何らかのそういう手当って逆に休日勤務手当というよう

な形じゃないにしても、考えてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはいか

がでしょうか。 

○【雨宮行政管理部長】 少し補足をさせていただきます。年末年始の上乗せという形で手当を持っ
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ている市は、実は国立市だけなんです。先ほど職員課長が申し上げました他に３市あるという部分に

ついては、特殊勤務手当という形で実はお支払いをしているということなんです。ですから、このよ

うな形で支給しているのは国立市だけということがあって、これはやはり見直すべきだろうという立

場に立っています。 

 ですから、今何点かお話がございましたように、社会情勢が変わってきて年末年始に例えば保育サ

ービスを提供する必要があるんじゃないかとかいろいろそういうようなことが出てこようかと思って

います。その際にはじゃあ、特殊勤務手当という形で支給するのがいいのか悪いのかという妥当性を

その際には検討していけばいいのだろうと考えているところでございます。以上でございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。単に他市と横並びというんではなく、一つ一つのケースに応じ

て公正な考えで対応をこれからも考えていくことがあるかもしれないということだと思います。具体

的なところで要望は討論に回すとして、人事委員会勧告に伴う対応について何点か伺います。 

 まず初任給を引き上げるということなんですけれども、事前の説明では１級29号給、１級17号給、

１級５号給とそれぞれ金額は1,000円ずつではあるんですけれども、引き上げるという説明がありま

す。この29号給、17号給、５号給についての考え方について、お答えいただけますでしょうか。 

○【平職員課長】 まず１級５号給が、こちらが高卒程度ということになっております。高卒でその

まま入った方が１級５号給。１級17号給は短大卒、１級29号給が大学卒というような形になっていま

す。以上です。 

○【重松朋宏委員】 国立市は余りそういう学歴関係なく職員採用しているんじゃないかなと思った

んですけれども、これは採用試験のときは一緒だけれども、実際に採用される段階でどこの号給に入

れるかというところで変わってくるということなんですか、それとも採用の段階で大卒程度採用試験、

高卒程度採用試験、短大卒程度採用試験というような形で分けているということですか。 

○【平職員課長】 試験区分に応じて設定しているというところでございます。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。その点確認の意味で質疑しました。 

 それで特別給の引き上げについてなんですけれども、勤勉手当で0.1カ月、再任用については期末

手当で0.5カ月上げるということなんですけれども、これも先ほどの質疑と一緒で１人当たりですと

どれぐらいになって、あと全体での財政的な影響がどれぐらいに期末勤勉手当についてはどうなるの

か伺います。 

○【平職員課長】 まず１人当たりでございますが、１人当たり平均でいいますと４万5,353円とい

う形になります。全体の影響というところですと、共済費も含めて2,231万4,000円という特別会計加

えてということになりますが、全体としてはそのようなことです。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 本議案には賛成いたします。 

 組合といろいろと協議をしながら人事院勧告を受けて出てきたものだということを理解しました。

幾つか意見を申し上げますと、やはりこの勤勉手当で特別給の賞与が上がるというのは、かなり違和

感があります。人事評価そのものをここに取り入れてきている部分で、本当に市役所が一丸とまとま

ってやっていけるんだろうかという疑問と、評価される、評価する側との間の関係とか何をもって評

価するかというところが非常に利益を求めるわけではない企業とは違うので大変なんじゃないかなと
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いうことを想像いたします。そういう意味では、みんなが頑張ったということで期末手当に上がれば

いいんじゃないかなということを考えております。 

 それから、年末年始休暇です。国立市だけだ、国立市だけであってもいいじゃないかという発想も

持っていいかもしれないと思います。年末年始にそうやって今やってくれている人がいて、この市役

所が維持しているんだ、そこに対するちょっとしたプラスアルファだということで、堂々とやっても

いいんじゃないかなというふうには思います。そういう意味では組合のほうもきっと廃止してほしく

ないという願いは出たのではないかなと予想しております。 

 そういう意味で横並びと情勢という２つの論点が出ましたけれども、国立市として、みんな一緒じ

ゃなくていい、みんな違ってみんないいというのは人権条例じゃないけれども、持っている国立市だ

からこそ、国立市独自で丁寧な姿勢を今後もやってほしいと願って、賛成の討論といたします。 

○【重松朋宏委員】 私も本条例改正については賛成いたします。 

 先ほどの質疑の中で情勢適応、均衡の原則というのは別に完全な横並びを目指しているということ

ではなく、それぞれのケース・バイ・ケースで特殊勤務手当のようなことについても必要であれば考

えていくと、単に他市でやっていないから国立市はやらないとか、国立市でしかやっていないからや

めてしまうという考えに立っているわけではないという答弁でしたので、ぜひ勤務実態を公平に、フ

ェアに見て、どういう手当をしていくのがフェアなのかということを考えていっていただければと思

います。 

 というのもちょうど10年前に年越し派遣村の問題が、年末年始に仕事があぶれて役所もあいていな

いという失業者が大量にいるというのが社会問題になって、あれからもう10年たって、その問題なく

なったのかといったら別にそういうわけではないですよね。 

 今度10連休になりますけれども、10連休の間も一般的には役所もあいていないし、仕事もその期間

はなかったりというようなこともあって、年末年始に限らず勤務や通常の土日、休日とは違う勤務が

出てきたりということもあろうかと思いますので、そういう市民、特に身近なところこそ、よく待遇

も含めて見ていっていただければと思います。 

 同じく交通費の上限が５万5,000円。これは上限を下げるということについては事実上もう影響が

ないということなんですけれども、これについても例えばほかの自治体では自転車通勤の場合の交通

用具を自治体独自でちょっと上乗せして、車通勤から自転車通勤を促すというような役所も東海地方

のほうではあったりもします。 

 先日、環境のほうで行った自転車活用の市の学習会なんかでも、市役所の通勤手当のことがちょっ

と話題に出たように、国立市としても政策課題を見越して、手当などについても考えていっていただ

ければということをお願いしたいと思います。 

 最後にもう一点が職員団体との交渉過程なんですけれども、やはり市民はおろか議員にもよく見え

ないところが非常にあります。交渉の途中経過で全てガラス張りにしろとは言いませんけれども、何

がポイントで最終的にこういうところで妥結しましたということについては、オープンにしてみても

いいんではないかと。近隣でも多摩市や東京都などではホームページで組合との交渉の過程を公開し

ていたりもしていますので、そのことも考えに入れていただいて、オープンな形で職員団体とも交渉

をしていくということをお願いして、本条例改正には賛成いたします。 

○【遠藤直弘委員】 賛成の討論をいたします。 

 妥結を期限内にできました。お疲れさまでした。１点だけなんですけれども、交通費の上限、５万
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5,000円という。これちょっとひっかけて言わせていただきたいんです。やはり市の職員の採用です

とか採用されてから国立市近郊もしくは国立市内に住んでいただくほうがいいと思うんです。それを

促すような政策がないのかなと感じています。やはり災害時ですとか参集するのに一番いいですし、

また国立市に愛をもって、今回一般質問で渡辺議員もやっていましたけれども、私、あれを聞いてい

て一番大事なのって国立市に対する愛とか郷土愛のようなものが持てるか、持てないかということな

んじゃないかなと思うんです。その中で住んでいただくとか近隣に住んでイベントに参加していただ

くとか、こういうことが大事かなと思ったので、ちょっと関係ないような話になってしまっているん

ですが、ただ、通勤が遠くから来られている方よりもやはり近くでお住まいの方、また遠くだったら

国立市内に住んでもらえるような施策。例えばＵＲが今空き部屋いっぱいあって、しかもごみを出す

のが高齢者の方が非常に大変だと。であれば５階に住んでもらって、５階を国立市でちょっと借り上

げて寮のような形にして、それでごみ出しの手伝いをするからちょっとこれはこうだよとか、何かふ

くふく窓口とのあれでうまくできないのかなとかって思いますよね。それで郷土愛とか地域に溶け込

むとかこういうようなことってあってもいいんじゃないかなと思うんです、これだけ小さいまちです

し。 

 また、そういうような高齢化があって、マンションの中で、団地の中で問題があるというのであれ

ば、それは何か考えようがあるのかなと思いますので、ぜひお考えいただきたいなと思います。以上

です。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

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

 議題(7) 第２３号議案 平成３０年度国立市一般会計補正予算（第６号）案 

            （歳入のうち所管する部分、議会費、総務費、民生費、教育費） 

○【髙柳貴美代委員長】 第23号議案平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案のうち総務文

教委員会が所管する歳入、議会費、総務費、民生費の一部、教育費を議題といたします。 

 当局から補足説明はありますか。政策経営部長。 

○【藤崎政策経営部長】 それでは、平成30年度国立市一般会計補正予算（第６号）案のうち総務文

教委員会が所管する部分につきまして補足説明をいたします。 

 初めに４ページをお開きください。第２表繰越明許費補正のうち総務文教委員会の所管するものは、

追加が１件です。表の一番上、非課税・未申告通知事務費につきましては、国の補正予算に対応し、

プレミアム付商品券事業費に係る事務費の一部４万6,000円を繰り越すものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。12ページ、13ページをお開きください。 

 款17繰入金につきましては、今回の補正予算の100万円単位の財源調整として、財政調整基金繰入

金を増額しております。 

 款18繰越金につきましても100万円単位未満の財源調整のため、前年度繰越金を増額しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 
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 14ページ、15ページをお開き願います。款１議会費、項１議会費は、勤勉手当支給月数の増により、

職員手当等及び共済費を増額しております。なお以降の各款においても同様に、勤勉手当支給月数の

増による職員手当等及び共済費の補正を計上しておりますが、個々の説明は省略させていただきます。 

 16ページ、17ページをお開きください。款２総務費、項２徴税費につきましては、国の補正予算に

対応し、プレミアム付商品券事業費に係る事務費の一部として、パソコン等事務機器借上料を追加す

るものでございます。 

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。歳入歳出一括して質疑に入りますが、質疑の際には

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

ます。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 それでは16、17ページの総務費のパソコン等事務機器借上料として、この本補

正予算案はプレミアム付商品券事業をどう考えるのかということにほぼ尽きると思うんですけれども、

４万6,000円分を案内チラシの送付ということで総務費で計上して、可決しても今年度内に使う時間

がないので、そのまま19年度に繰り越すということなんですが、このプレミアム付商品券の案内チラ

シ送付についてもう少し説明をしていただけますでしょうか…… 

○【髙柳貴美代委員長】 それは議題外です。何ページですか。 

○【重松朋宏委員】 パソコン等事務機器借上料。 

○【髙柳貴美代委員長】 17ページですね、借り上げ料に関する。もう一度質疑をお願いします。 

○【重松朋宏委員】 パソコン等機器事務機器借り上げは何のために必要なんでしょうか。どういう

事務なのか伺います。 

○【髙柳貴美代委員長】 どういう事務ですか、借り上げ料ですが。 

○【重松朋宏委員】 何のために借り上げて。 

○【髙柳貴美代委員長】 何のための。そうですね、31ページになってしまうので、もう一度重松委

員、質疑をし直していただけますか。 

○【重松朋宏委員】 シンプルにパソコン等事務機器借上料は何のために借り上げるのか。 

○【三澤まちの振興課長】 プレミアム付商品券事業のことですので、私のほうから答弁申し上げま

す。 

 このパソコン等借上料なんですが、消費税増税が予定されていますけれども、そのうち対象になっ

ています低所得者、購入対象である低所得者の皆様に個別に通知をすることとしております。その個

別の通知するときの課税情報、住民税の情報なんですが、課税情報から抽出した皆様方に個別に通知

いたしますので、そのためにその抽出作業をするためのパソコンを借り上げる必要があるということ

で、徴税費にこの４万6,000円を計上しているということでございます。以上です。 

○【重松朋宏委員】 あくまで通知の事務ということですね。ということはこの補正予算だけではな

く、プレミアム付商品券事業としては、この後また新年度予算そのものには入っていないので、６月

以降の補正に出てくるということでよろしいですか。その場合、総額として国立市は10分の10補助だ

としても、どれぐらいの事業費になることが見込まれて…… 

○【髙柳貴美代委員長】 それは重松委員、議題外ですので何ページかもう一度言ってください。 

○【重松朋宏委員】 このパソコン事務の借り上げを行うのか伺います。（発言する者あり） 

○【髙柳貴美代委員長】 同じ会派で出していらっしゃるんだから。（建設環境にいるんだからと呼
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ぶ者あり） 

○【重松朋宏委員】 だけど、総体のことだと逆に…… 

○【髙柳貴美代委員長】 もう一度重松委員、質疑を変えましょう、変えていただけますか。 

○【重松朋宏委員】 経済対策というところだったら建設環境だと思うんですけれども、これは経済

対策だけではなく低所得者対策という狙いも込めて、しかも今補正予算案だけではなく、この後恐ら

く６月補正も含めて、大きな事業として出てくる見込みなんですよね。それはあすの建設環境委員会

で聞いて大丈夫だというんでしたらそちらのほうで聞きますけれども、総体的なことというのは建設

環境委員会で。 

○【髙柳貴美代委員長】 これは借り上げ料に関する質疑をお願いしたいので。 

○【重松朋宏委員】 ですけれども、それはプレミアム付商品券事業というもっと大きなものの入り

口の総務文教委員会の所管事務ですよね。その全体のことを議論するのは……。 

○【髙柳貴美代委員長】 建設環境委員会で。 

○【重松朋宏委員】 今後総務と建設と両方恐らく６月補正でも出てくる見込みなのかどうかもわか

らないんですけれども、総体のことはむしろ総務文教委員会になるんじゃないですか。 

○【髙柳貴美代委員長】 いいえ、これは補正予算で、このパソコン等の借り上げ料に関してあくま

でも質疑をしていただきたいので、そこの辺のところを質疑していただくのは可能だと思いますが、

よろしいですか。予算について。よろしいですか。（発言する者あり）では、そうしてください。ほ

かによろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、討論に入ります。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 プレミアム付商品券事業そのものについては建設環境委員会の所管事務という

ことですけれども、プレミアム付商品券の案内チラシを送付するための非課税未申告者に送付するた

めにパソコン等事務機器借上料を総務費で支出して、繰り越すという本補正予算案になっております

ので、プレミアム付商品券事業総体に関する私の姿勢として、反対ですので、本補正予算案には反対

をいたします。 

○【遠藤直弘委員】 では、賛成の討論をいたします。 

 組合との妥結が終わっての人件費の上げということですので、全く問題ないということで賛成とさ

せていただきます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、討論を打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本案に賛成する方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

 挙手多数。よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 以上で、本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

 続いて、報告事項に入りますが、当委員会で報告事項のない部署の説明員の方々はここで退席して

いただいて結構でございます。 

 それでは、報告事項に入ります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
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 報告事項(1) 第５期基本構想第２次基本計画策定方針について 

○【髙柳貴美代委員長】 報告事項(1)第５期基本構想第２次基本計画策定方針についてに入ります。 

 当局から報告を願います。政策経営課長。 

○【黒澤政策経営課長】 それでは、報告事項(1)第５期基本構想第２次基本計画策定方針につきま

して、お手元の総務文教委員会資料№２に基づきまして、御報告をさせていただきます。 

 １．計画策定にあたってでございます。現行の第５期基本構想第１次基本計画は、平成28年から８

年間の計画でございますが、基本構想において４年ごとを基本に必要に応じて見直しを行うとされて

おります。そこで平成31年度末をもって第１次基本計画の策定から４年を迎えることから、新たな行

政ニーズ等への対応等を図るため、平成31年度、１年をかけまして見直しを進めてまいります。 

 ２．計画期間につきましては、資料１ページ下段の図のとおり、平成32年、2020年度からの８年間

といたしますが、必要に応じてまた４年後に見直すことを想定しております。 

 おめくりいただきまして、裏面２ページをごらんください。３の検討体制についてでございます。

まず庁内体制でございますが、最終的な決定は庁議で行います。計画案の策定等は副市長をトップと

しました企画会議を構成しまして、資料に書いてあるとおりの分科会を設けまして、議論を行ってま

いります。また、現状の計画の振り返り等につきましては、毎年度行っております施策評価を用いて

行うとともに、各課に調査等をかけまして、基礎資料を作成してまいります。 

 (2)の市民参加につきましては、現在市民世論調査を行っておりますけれども、そのほかパブリッ

クコメントの募集のほか、市民との意見交換の場を設けてまいりたいと考えております。基本計画の

策定におきましては、行政計画としましてまずは行政が専門性を生かし、責任を持って原案検討を進

めてまいりますが、市民参加によりいただいた御意見を的確に反映させていくよう努めてまいります。 

 ３ページをごらんください。行革プランの検討でございます。記載のとおり８年間の計画を立てる

に当たりまして、財政的な裏づけが求められることから、新たな行財政改革プランの策定を進めてま

いります。 

 おめくりいただきまして最後の４ページでございますが、策定スケジュールを表にしております。

４月になりましたら早速企画会議をスタートさせ、９月には素案をこの総務文教委員会に御報告させ

ていただく予定としております。その後、12月には原案を御報告させていただき、来年３月には全員

協議会で御意見をいただき、平成31年度末の計画決定を予定しております。 

 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 都市基盤のところで伺いたいんですけれども、副市長がどこかの答弁で国立市

は住宅政策というところで、ちょっと考えるべきところがあるのではないかというようなことを示唆

していたかと思うんですけれども、そういったところというのはやはり私も国立市の住宅の質の向上

ということを考えると、また長く使っていけるとかそういったことを考えていくと必要なのではない

かなと思うんですけれども、そういったものというのはこの都市基盤というところで話し合われると

考えていいんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 具体的にどのように進めていくのかというのはまだこれからでございます

が、項目としてはこの都市基盤の分科会で検討してまいるところでございます。 

○【尾張美也子委員】 今藤江委員がおっしゃったように私もずっと言ってたんですが、その住宅政

策がないということは、結局これから先の高齢化だとか多様化の中で、住宅を都市基盤のみの視点で
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見るのでは追いつかないのかなと。それで福祉と住宅と要するに連携というのか、そこが人の暮らし

の基盤になるわけだから、その辺の枠組みというのを今後探っていく必要があると思うんですけど、

その点はどうでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 居住支援協議会といったものの検討も福祉部門を中心にやっているところ

でございますので、そのあたりとの連携、整合を図りましてやってまいりたいと考えております。 

○【尾張美也子委員】 ぜひその分野が今国立市の弱点だと思うので、頑張ってほしいと思います。

それから、分科会議の分け方なんですが、子育て・教育、生涯学習・芸術文化・スポーツと全部で一

くくりなんですが、私から見ると子育て・教育だけで一くくりで結構いいぐらいのものが出るんじゃ

ないかと思うんです。それで生涯学習・芸術文化・スポーツで一くくりというようなイメージがある

んですが、これを全部一まとめにしちゃったというのは、何か理由があるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 前回の現行の第１次基本計画をつくる際の分科会がこのような形でやって

おりまして、便宜上企画会議の構成員は70人以内ということでやっていまして、その割り振りの関係

でこのような形をとっているところでございます。 

○【尾張美也子委員】 薄く浅くなっちゃうともったいないし、国立市は今子育てに力を入れようと

しているから、そういう意味では少し工夫が必要なんじゃないかなと思います。 

 それから、世論調査の件なんですが、第４期のときにも世論調査がその間に１回あって、市民意識

調査は毎年だったのかな、世論調査が４年に１回。それを見たときに世論調査が前回のと前々回のと

項目が違っていて比べようがなかったりとか、その変遷がわからなかったりとかしたんですが、今回

の世論調査はその前の世論調査を意識してされているのか、それとも全く別個でやられているのか、

その辺はどうなんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 今御指摘のとおり市民意識調査につきましては、基本計画期間中は同じも

のを使っておりますけれども、世論調査につきましては前回やったものを１つの基礎としながらも、

４年後の社会情勢の変化等をつかみ取るためのものですので、質問項目については何項目か変えてい

るところでございます。 

○【尾張美也子委員】 なるべくそれが大きく変わらないように、流れが見えるように、市民の意識

の変化だとかいろいろなものが見えるようにというところで、もう終わっているんですね、やってい

る途中なんですね。もっと早く言っておけばよかった。 

 それから、市民の意見という意味ではなるべくいろいろな声を受けとめたいという思いは多分ある

と思うんですが、そういう意味での工夫は何か今回考えていますでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 実は基本構想、今の第５期基本構想第１次基本計画をやるときに、５カ所

ぐらいでタウンミーティングを開催させていただいたんですけれども、参加者の方が非常に少なかっ

たということがございます。第４期基本構想第２次基本計画のときにはタウンミーティングという形

ではなくて、市役所を会場としましてロビーミーティングと言って全部を一遍に説明して御意見を伺

うというのではなく、来ていただくという手間はあったんですけれども、各政策ごとにお話をさせて

いただき、それに関心のある方が集まって、テーマ型でやったんです。そのときのほうが市民の方の

御参加が多かったので、そのあたりを踏まえてこの新たな計画をつくるときにどのような手法のほう

が市民の方がたくさん来ていただけるかということを考えてまいりたいと思っております。 

○【尾張美也子委員】 参加者がなかなか少ないというのは、幾ら意見を言っても聞いてもらうだけ

で聞いておしまいになっちゃうんじゃないかという声も聞いたりしているので、意見を言ったことが
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ちゃんとこうやって少し形になっているとか、そういうのが見えてきたりするとまた意欲も皆さん湧

くと思うんです。 

 それから集める、人が多く来るためにはどれだけ宣伝ができるかなんですが、市報なんかでもかた

い言葉で第５期構想をやります、どうぞといったって、何のことやらわからないので、今市役所はこ

ういう政策、このテーマについて皆さんの意見を聞きたい、このテーマでこうやってやっています、

聞きたいというちょっと視覚的にもああ、このことなら関心ある、そのテーマごとやってみようとい

う形の呼びかけをして、なるべく広い意見が入ってくるように工夫してほしいということを意見とい

たします。 

○【稗田美菜子委員】 簡単に何点かだけ。構成員が70人以内と書いてあるんですけど、70人ぐらい

で行うのかどうかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 前回もほぼ70人近くまで定員がおりました。これは部課長プラス係長、若

手職員というところで人数設定していまして、これは規程で設けておりますので、必要に応じて増減

可能です。この先またもう少し検討してまいりたいと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。順番に均等に仮に分けたとしても10名を超えていく

ような分科会になっていくと思うんですが、分科会形式、いいと思います。ただ、縦割りが進みやす

い、専門性をより深めると専門性が高まっていきますけれども、横がつながりにくくなる、また十何

名の会議で進めていくと決定速度も遅くなっていくと思うので、そこをぜひ工夫していただきたいと

いうことと、施策評価の活用をすると書いてあるんです。これは事務事業評価の施策評価ということ

でいいのかどうかお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 そのとおりでございます。 

○【稗田美菜子委員】 そうしますと担当課がしっかり評価しているかどうかということも含めて、

しっかりそこを精査して、現況がそれぞれどういう動きをしているのかということが一番わかるもの

だと思うので、ぜひしっかりやっていただきたいということと、あと最後に２点なんですけれども、

行財政改革プランの策定が並行して必要となるとして一番最後に述べているんですが、そこの計画は

ここの一番後ろの４ページには載っていないように、私が見つけられていないだけかもしれませんけ

ど、どんな感じで進んでいくのかだけお伺いいたします。 

○【黒澤政策経営課長】 これも１年間かけてつくってまいりますが、御報告の方法につきましては

基本的には基本計画と同様のスケジュールぐらいで考えています。ただ、６月ですとまだちょっとお

出しできるものは何もないかなというところですが、これも遺漏なきよう議会にも報告してまいりま

す。 

○【重松朋宏委員】 総務文教委員会資料№２の「１．計画策定にあたって」の第３段目、第５期基

本構想では４年ごとを基本に、必要に応じて見直しを行うこととされているとあります。第４期の基

本構想までは、基本構想10年、基本計画５年で実施計画３年という行政計画体系でした。これが第５

期から基本構想12年、基本計画４年と４年ごとに見直しをすると計画そのものの位置づけが変わった

んですけれども、なぜ変わったのかまず伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 当時はその基本構想をまず何年にしていくのかという議論がございました。

それまでは10年だったんですけれども、自治体によってはもっと長かったりしているところがありま

す。というのは基本構想というのはある程度の不変的なところを持ちたいというところから、まずそ

この議論から始まり、そのときに12年ということを定めました。後に当時の議論としては首長の任期
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ということでそろえていくという意味もあり、４年タームで区切っていくのがいいのではないか、そ

のような議論がありまして、現在に至っております。 

○【重松朋宏委員】 首長の任期にそろえるということは、選挙があってその後の１年間、選挙があ

ってそこで新しい政策が持ち込まれるので、１年かけて全体の基本計画なり基本構想を見直して、そ

こに計画の中に入れるということですよね。この資料の年度のつくり方でいくと2020年度から第２次

基本計画がスタートするんですけれども、スタートして８カ月で市長選挙があって、新たな市長ある

いは新たな政策が入ってきて、残りの３年３カ月ぐらいの任期はその前につくった計画に縛られてし

まうんですよね。これはどこかで是正する必要があると思います。特に前回５年から４年に変えたと

いうのは、第４期基本構想の第２期の基本計画がちょうど関口元市長の任期の最後でつくった途端に

市長が交代して、佐藤前市長になったときには佐藤前市長の選挙のときの公約の４本柱と基本構想の

三十数本の柱と両立、しかも内容がかなり重複するのに両立して、予算１つつくるのでも相当混乱し

ました。 

 永見市長になって、佐藤前市長から継承していっている部分もあるんですけれども、幾つか基本計

画に位置づけられていないけれども、重要な事業に手をつけているところがあります。例えば人権・

多様性・平和条例とか文化芸術条例とか都市間交流事業とか人権・多様性・平和条例についてはわか

ります。基本構想の中でも人権・平和は位置づけられていますし、まさに佐藤前市長の集大成として

人権・平和というものをある種遺産として残していったということがあります。 

 一方で都市間交流はどうか。実施計画上は基本施策の28の変化に対応できる柔軟で効率的な行政運

営に位置づけられていますけれども、重要な事業なのに今の基本計画には全く位置づけられていませ

ん。オリジナルの施策です。オリジナルの施策を持ち込むことって本当によいこと、必要なことだと

思いますので、ここで任期の後半になってしまいましたけれども、基本計画を新しくつくるというの

はすばらしいことだと思うんです。けれども、今後も４年ごとに市長選挙があるたびに残り３年ちょ

っとは前の基本計画、基本構想に縛られるというのをどこかで調整していく必要があるんじゃないか

なと思うんです。 

 そこで８年計画ということでやっています。これを例えば10年計画ということにして、お尻を２年、

今の第５期基本構想も12年ですけれども、ちょっと手直しして14年にして、また全体の計画と市長選

挙とを長いスパンになりますけれども、あわせていくというのは今やっておかないと、次やる機会が

またなくなるかなと思うんです。いかがでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 御指摘のとおりの部分はあろうかと思います。第４期第２次のときにはお

っしゃられたとおり、佐藤前市長に最初にかわられて、重松委員からも当時基本計画を見直したらど

うだという御意見もありましたけれども、最終的にはそのとき佐藤前市長が見直しはしないという御

判断をされたということもあります。 

 今御指摘の10年にしたらどうかというところなんですけれども、実はこれは基本構想のほうでこの

年数まで定めておりまして、御議決いただいているところもあります。ですから議決でここまで年数

まで決めているということがございますので、なかなかそのあたりは簡単には難しいかなと思います。

ですから、当初の意図とはちょっと変わってしまったんですけれども、現行私たちはここの期間につ

いての見直しは考えておりません。 

 というのは例えば首長がというお話がありますけれども、予算提案権というものは首長だけに認め

られている現行の二元代表制といったものを前提としますと、選挙という非常に重要な民主主義のプ
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ロセスです。首長と公約、政策というのは自治体としての正当性をある程度持った指標であろうと。

そのようなことで佐藤前市長のときにもその佐藤前市長の政策といったものを中心に持ってきた経緯

がございます。ですから、次のときにつきましてはそのときの首長の判断を仰ぎたいと考えておりま

す。 

○【重松朋宏委員】 民主主義の考え方からいくと市長選挙で政策を、選挙をやるわけですから、昔

のように中央官僚が自治体の首長に天下ってくるわけではないので、選挙で選ばれた市長が政策を持

ち込んで、それを予算にも反映させるためにも、一方で大もとの行政政策と矛盾が出てこないように、

そこはいいタイミングで矛盾を調整できるような流れというサイクルが必要だと思うんです。それを

しないと選挙のときも曖昧などうとでもとれるような政策をそれぞれ打ち出して、計画は計画で曖昧

などうとでもとれるような計画や構想、本当に一体何を選挙の選択肢としてあるのかというのも、選

挙そのものが形骸化していくことにもなりかねません。 

 もう１つ、私が懸念するのは基本構想、基本計画だけでなくその他の個別の行政計画についても、

基本構想、基本計画のこの４年タームに合わせ始めているんです。介護保険の地域包括ケア計画など

は３年と決まっているものがありますけれども、それ以外のものは大体基本計画に合わせる形で、こ

の後の文化芸術推進基本計画なんかも合わせてきているので、それら全てが市長がかわったり、市長

が新たな政策を持ち込んでも計画は前のものでいくという矛盾が出てきかねないので、ちょっとそこ

は考えていただければと。 

 私は基本計画もあるいは個別の計画も含めて議決事項にしていけばいいと思います。そんなに議会

のほうも否決して終わりだというような、そんなむげなことはしませんので、むしろ逆に国立市は今

この施策についてはこういう方向性を出しています。全体としてはこうしていますというのをむしろ

明確にしてもらったほうが、建設的な議論もしていけると思います。 

 そこでもう一点が次の基本構想、基本計画策定に当たってＳＤＧｓの視点を取り入れてはどうかと

いうことです。これは他市でも取り組み始めているところがあって、基本計画の施策とＳＤＧｓの幾

つかのゴールや指標と組み合わせて、１つの表をつくって終わりとなっちゃっている面もあるんです

けれども、少なくともそれぞれのゴールを参照しながら、自分たちの施策や仕事を点検して、見直し

ていくことでほかの施策だとかと重なってくる、１足す１が３にも４にもなる視点って出てくると思

うんです。 

 そういう国立市としてのゴールともっと大きな社会の一員としてのゴールとを突合していくような

ことも、次の基本計画の中でしてみてはいかがかと思いますけれども、その点について１点伺います。 

○【黒澤政策経営課長】 これは一般質問でも稗田委員の御質問に部長が御答弁申し上げております

けれども、このＳＤＧｓ、17の目標と169のターゲットは、これを見ますと既に基本構想、基本計画

とリンクして市が取り組んでいるものが多いという状態と感じております。その中でそのときにもお

答えしましたが、何らかエッセンスとして取り入れるものがないか検討してまいりたいと思っており

ますので、議員の御提案の御趣旨も踏まえまして、今後検討してまいります。 

○【重松朋宏委員】 最後に何がいいって、縦割りではないので、むしろ明確なゴールを掲げて、そ

こに到達するためには縦割りでそれぞれでやっていたのでは到達しないというのが見えてきます。こ

れまでの基本計画体系はどうしてもどんどん分割して細分化していって、縦割り、タコつぼ化してい

くというように発想がどうしてもなってしまう部分がどの市政においても、より緻密にしようとする

と余計視野が狭くなってしまうので、そこをもう一度引いて、自分たちの向かう先をもう一度見据え
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て、今の自分たちと見比べながら政策を計画に落としていくということをできれば市民と一緒にやっ

ていければ、あるいは庁内全体で、庁内ぐるみで企画担当だけが頑張るのではなく、オール国立でや

っていければと申し上げて、私の質疑、意見は終わります。 

○【中川喜美代委員】 今回の報告は第５期基本構想第２次基本計画策定方針ということで、報告し

ていただいているんですけれども、この中の４番に行革プランの検討ということをあえて書かれたと

いうことは、私は行革を今回新たな行財政改革プランをつくっていくぞという意気込みをとても感じ

ているんです。 

 今稗田委員が質疑なされましたけれども、これは今後１年間かけて、この第２次基本計画とは違う

人たちがつくるのかと思うんです。これはどういう形でされるんでしょうか。 

○【黒澤政策経営課長】 これは基本的には庁内の各課で考えてまいりたいと思います。ですから、

会議体等は設けることなく、各課が取り組んでいくといったことをプランにしたいと思っています。

ちょっと補足させていただくと、ここ数年いわゆる財政健全化です。財政改革審議会の後に財政健全

化の取り組み方針・実施細目というのをやってまいりました。そちらの計画期間がちょうど平成31年

で終わりますので、それ以降の計画プランがないということと、財政健全化だけではなく、行政サー

ビスの向上また行政サービスのやり方の改善といったことも含めた行政改革部分もあわせて力を入れ

て取り組んでいくといったことを考えておりますので、基本的には各課で自分のやっているところの

行政サービスの向上、改善プラス健全化を考えて私どもで取りまとめを考えていきたいと思っており

ます。 

○【中川喜美代委員】 わかりました。そこには財政改革審議会とかそういうものがかかわらないと

いうことでよろしいんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 その取り組み方針・実施細目でやり残したものは引き続き取り入れてまい

りたいとは考えておりますが、検討に際しましては第三者委員会のようなものは考えておりません。 

○【中川喜美代委員】 わかりました。予算特別委員会でも申し上げましたけれども、市長の公約ま

た施政方針の中で５つの柱、「産んでよし、育ててよしのまち くにたち」の実現とかあるんですけ

れども、私はやはり「持続可能なまち くにたち」の実現が全ての市民サービスの根幹になると思い

ますので、ぜひ今黒澤課長が言われたように、いい新たな行財政改革プランをぜひつくっていただき

たいと要望しておきます。 

○【藤田貴裕委員】 ２ページなどでは、①など「計画策定に向けた方針決定、骨子（案）、素案及

び計画案等について」になっているんですね。３ページの４番の行革プランの検討、行革プラン案の

検討じゃなくて行革プランの検討になっているんです。何か意味があるんですか。 

○【黒澤政策経営課長】 申しわけございません。これはあくまでも基本計画と同時並行で進めてい

く、そしてかつ財政計画の基盤となるようなものだということで載せておりまして、特にここの表記

についての意味というのは感じておりません。 

○【藤田貴裕委員】 よくわかりました。せっかくですので、４番のほうにも（案）を振っていただ

けると私も安心して、出てきたものについてしっかり意見を言えるなと考えていますので、よろしく

お願いします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(1)第５期基本構想第２次基本計画策定方針についてを終わります。 
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 ここで休憩に入ります。 

午後３時２６分休憩 

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

午後３時３９分再開 

○【髙柳貴美代委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

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

 報告事項(2) 上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて 

○【髙柳貴美代委員長】 報告事項(2)上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤り

についてに入ります。 

 当局から報告を願います。課税課長。 

○【山田課税課長】 報告事項(2)上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りにつ

きまして、総務文教委員会資料№３に基づき御説明申し上げます。 

 １、本件の経緯でございますが、平成17年度以降、住民税の納税通知書が送達された後に配当所得

等に関する確定申告書が提出された場合、所得税が修正されても住民税は修正しないという法改正が

あったにもかかわらず、法解釈を誤り、ほかの確定申告同様、確定申告書に基づき住民税の修正を行

ってしまっていたものでございます。 

 ２点目、対象者につきましては、住民税の納税通知書の送達後に配当所得等に係る確定申告を税務

署に行った方で、地方税法により増額は３年分、減額は５年分となります。 

 ３点目、対象件数及び修正税額でございますが、表のとおり、増額が４件、７万4,100円、減額が

14件、８万6,900円、全体といたしましては、差し引き１万2,800円の減額となってございます。件数

は19件ですが、同一人が複数年にわたっているケースもございまして、対象者の人数は14人となって

ございます。また、税額変更なしの１件は、配当控除額と税の増額分が一致いたしまして、税額とし

ては差し引きゼロでございますが、合計所得金額が修正となった方につきまして、一応誤課税にカウ

ントいたしました。 

 続きまして、２ページ目になります。４、対象者への対応でございます。個別にこのたびの経緯等

について御説明の上、増額分の納付及び減額分の還付の手続を進めてまいりました。 

 ５点目、再発防止につきまして、税法改正の際には、関係機関への照会等により法解釈及び事務処

理に誤りがないよう確認を確実に行うとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正

な事務処理を行うよう心がけてまいります。 

 市民の皆様、議員の皆様に御迷惑をおかけしたこと、反省いたしまして、おわび申し上げます。申

しわけございませんでした。報告は以上でございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 株式とか使ったことがないのでよくわからないのですけれども、配当所得に

関する確定申告書を住民税の納付書が届いた後にした人という意味なんですか。ということは、確定

申告で配当所得がありました、あるいは損しましたというので確定申告して所得税が還付されたり、

出したりすると思うんですが、それを算定しないことは、誰にとって得と言ったらおかしいけど、ど

ういう意味をなすのでしょうか、実質的には。 

○【山田課税課長】 これ損得でいきますと、その方によって、全てをほかの収入とかと総合して税

額算定をしてみないと、損か得かもよくわからないような問題でございまして、もともとは特定株式
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等というものは源泉分離課税が行われていて、確定申告はしない取り扱いでございました。ただし、

譲渡所得等にマイナスが起きたときに、確定申告しないと、全くその方は損失だけでほかの収入と相

殺できなくなってしまうので、多分、そういった御要望から、どうしてもという場合は、確定申告で

総合課税を選んでもいいし、配当所得の源泉分離課税を選んで申告してもいいですよというような法

改正ができまして、私どもでも、今、誤課税があったことはわかっても、その方が増額になるのか、

減額になるのかは、緻密に計算してみないとわからないような制度でございます。 

○【重松朋宏委員】 １点だけ。４のところで還付の手続を進めたという記述があるんですけれども、

この19人、実質18人の方の増減、それぞれの還付の手続というのは大体ほぼ進んでいるということで

よろしいでしょうか。 

○【山田課税課長】 増額の４件は全て完納していただいてございます。減額の14件のうち、４件は

まだ還付の請求をいただいていない状況でございますが、これから還付に向かって、増額になる方に

関しましては、まことに恐縮だったので、実は手厚くと申しますか、接触を密にしましたので、御納

得いただいて先に完納していただきました。 

○【重松朋宏委員】 特に増額になる人にとっては、どうして今さらという方に対して丁寧に対応し

ていただいてありがとうございます。私もどういうやり方をするのがフェアだったのかというのは、

何回説明聞いてもよくわからないんですけれども、結果的にあなたは増額なので、改めて納めてくだ

さいというのを言うこと自体、大変なことだったと思います。そのことをきちんとされた職員の方に

は敬意を表したいと思いますし、また、減額で、還付で戻しますということについても一人一人の納

税者の方と会っていただければというふうにお願いして、終わります。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(2)上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについてを終

わります。 

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

 報告事項(3) （仮称）国立市文化芸術推進基本計画（案）について 

○【髙柳貴美代委員長】 報告事項(3)（仮称）国立市文化芸術推進基本計画（案）についてに入り

ます。 

 当局から報告を願います。生涯学習課長。 

○【伊形生涯学習課長】 それでは、報告事項(3)（仮称）国立市文化芸術推進基本計画（案）につ

いて御報告いたします。 

 資料といたしましては、総務文教委員会資料№15の「（仮称）国立市文化芸術推進基本計画

（案）」の概要及び総務文教委員会資料№16、国立市文化芸術推進基本計画（案）でございます。説

明につきましては、総務文教委員会資料№15をメーンに御説明させていただき、必要に応じて総務文

教委員会資料№16を御参照ください。 

 それでは、説明させていただきます。 

 まず、計画の概要・策定経過でございますが、平成30年４月に施行された国立市文化芸術条例第７

条に基づく文化芸術施策推進のための計画でございます。今後約10年（2019年度～2028年度）の具体

的な政策や推進していく取り組み、今後の推進体制について基本的な方向性を示した計画となってお

ります。策定に当たっては、有識者等10名で構成される国立市文化芸術推進会議に計画案を諮問し、
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平成30年度に会議を計11回開催し、計画案について検討を行いました。 

 また、庁内全体で当該計画の具体的内容を協議するため、（仮称）国立市文化芸術推進基本計画庁

内検討委員会を設置し、推進会議に情報提供を行うとともに、推進会議から出された施策、事業案の

実現可能性等について検討を行いました。 

 続きまして、計画案の内容について御説明いたします。本計画案は第１章から第５章で構成されて

おります。第１章の計画の概要は、背景や目的、計画の位置づけ、計画期間について記載しておりま

す。背景として、国の文化芸術振興基本法や文化財保護法等の法律改正や、障害者による文化芸術活

動の推進に関する法律の制定、それらに伴う基本計画等の策定、東京都においては東京文化ビジョン

や東京2020オリンピック・パラリンピック大会機運醸成事業の１つでＴｏｋｙｏ Ｔｏｋｙｏ ＦＥＳ

ＴＩＶＡＬの動向を記載しております。 

 目的としましては、国立市文化芸術条例第４条「市の責務」において、市は、基本方針にのっとり、

文化芸術施策を総合的に策定し、及び計画的に推進しなければならないと規定されているとともに、

第７条「文化芸術施策の推進に関する計画の策定」において、「市は、文化芸術施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、文化芸術施策に関する基本的な計画を策定するものとする」と規定されてお

ります。これらの条項を受けて、国立市文化芸術推進基本計画を策定することとし、「文化と芸術が

香るまちくにたち」の実現を目的としております。 

 計画の位置づけとしましては、総合基本計画等を受け、国立市の文化芸術施策の推進のあり方と今

後の取り組みを提示するとともに、その他の分野別計画の推進に、文化芸術の要素や視点を提供する

位置づけとなっております。 

 最後に、計画期間は原則８年としておりますが、第１次のみ現行の総合基本計画の期間を考慮し、

10年程度とし、計画期間中に見直しを行うこととしております。 

 次に、第２章は国立市文化芸術条例の解説、計画の方向性について記載しております。平成30年４

月より施行しております国立市文化芸術条例について解説を行いつつ、計画の基本的な考え方を示し

ております。今後の願いが込められた前文や「文化と芸術が香るまちくにたち」の実現という目的、

４つの基本理念と８つの基本方針、市の責務や文化芸術推進会議の位置づけなどについて、解説とと

もに記載しております。また、本計画の中で、この条例についての解説を含めることにより、より計

画の中で条例等のわかりやすさというものを含めました。 

 次に、第３章です。国立市の文化芸術に関する現状と課題について記載しております。文化芸術環

境は市の施設やコミュニティ施設、画廊やアートスペース、音楽スタジオ等の民間施設や一橋大学、

国立音楽大学など文化芸術活動が行われる環境についての現状や課題について記載しております。 

 次に、文化芸術団体は、くにたち文化・スポーツ振興財団やくにたちギャラリーネットワーク、各

芸術連盟や同好会などを初め、大小問わずさまざまな文化芸術団体があります。文化芸術施策を推進

するに当たり、欠かせない団体や連盟、同好会等について記載をしております。 

 次に、歴史・文化遺産は、市内外の人々に国立市の歴史や文化を正しく理解してもらうためになく

てはならないものであるとともに、将来にわたる文化の発展向上の基礎となるため、将来にわたって

市民の共有の財産として次世代に確実に引き継いでいく必要性について記載し、国の重要文化財であ

る緑川東遺跡の大形石棒や国登録有形文化財である本田家住宅及び薬医門、平成32年に再築される予

定の旧国立駅舎などに関する記載をしております。 

 最後に、市民ニーズの把握は、市民意識調査の文化芸術に関する項目を載せております。市として
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は、文化芸術に関する市民ニーズの把握は本調査のみにとどまっていることから、今後は多角的な調

査方法を検討していく必要があると考えております。 

 概要の裏面をごらんください。次に、第４章では、これまでの背景や現状、課題に対しまして、具

体的な施策の展開について記載しております。まず、施策の体系は、条例の趣旨を踏まえて計画の体

系を下の図の、先ほどの(1)の図のようにまとめ、４つの基本理念に基づく17つの施策を設けました。

また、計画上の基本方針の取り扱いとしては、基本理念に沿った施策取り組みに基本方針の視点を有

するといったように横串を刺すイメージとしております。 

 次に、施策立案の視点としまして、条例の趣旨を鑑みつつ、背景、現状、課題、推進会議の検討結

果を踏まえ、３つの視点を中心として施策等を立案しております。 

 １つ目の視点は、市民目線に立ち、市民ニーズに応じた事業展開を行っていき、市民が文化や芸術

を身近に感じることができるとともに、自由に自分らしさを表現できる開かれたまちを目指すという

視点。 

 ２つ目は、国立市の特性を生かしたコンパクトでインパクトのある事業や、四季や景観を生かした

取り組みを検討、実施することで文教都市くにたちとしての魅力を高め、多くの人々が文化や芸術に

出会い、つながることで、にぎわいのあふれるまちと文化や芸術を通じて出会えるまちを目指すとい

う視点となっています。 

 最後、３つ目は、新たな価値観や多様性を受け入れる国立市に息づく文化を大切にし、創造力に満

ち、意欲あふれる人材の支援を積極的に図ることで、文化と芸術を育めるまちとなるような事業展開

を行い、独創性や創造性にあふれる文化芸術活動により、市民意識の醸成をするとともに、次世代を

担う子供たちや若者が夢を抱けるまちを目指すという視点でございます。 

 以上の視点において、立案した施策を推進していく考え方としまして４点挙げております。こちら

お手数ですが、総務文教委員会資料№16の計画案の中の37ページをごらんください。 

 37ページが図４の政策の推進イメージというものになっております。まず１つ目としましては、左

下のほうの矢印になりますが、基本理念に沿った既存事業の展開と拡充ということであります。図の

左下の１番の矢印になります。現在も各主体において多くの文化芸術活動や関連事業が実施されてお

りますが、今後は計画の基本理念を踏まえ、既存事業の拡充やブラッシュアップを図り、事業の効果

の増大を目指していきます。 

 ２つ目は、１番の矢印の右側になりますが、他の施策との連携による事業推進及び新規事業の展開

という考え方です。図の他施策事業から出ている矢印となっておりますが、文化芸術施策を総合的な

ものと捉え、福祉や教育を初めとするあらゆる施策の推進において文化や芸術が生かされるように、

他の施策と積極的な連携を図ってまいります。例えば文化芸術施策としょうがいしゃ支援施策の融合

により、しょうがいしゃの文化芸術展覧会や鑑賞会など、新たな事業を検討及び実施していくことで、

それぞれの施策において相乗効果がもたらされるようにしてまいります。 

 ３つ目は新たな推進体制の検討と施策推進です。図の右下の３番の矢印になります。文化芸術推進

会議において、計画推進において一番必要であるとされたもので、アーツカウンシルなどの新たな推

進体制による事業立案や情報収集、発信について議論がなされました。推進会議で出された意見を踏

まえ、機能等を整理した上で設置に向けた検討を進め、設置後は機能に応じた施策の推進を図ってま

いります。 

 ４つ目は文化と芸術によるまちづくりの推進、左上で全体を包括しているような形となっておりま
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す。文化芸術施策を一層推進していくために、今後のまちづくりの考え方に文化芸術の要素を盛り込

むことにより、今後、建設予定の施設または既存の施設の改修時等に安全面や費用面を考慮しつつ、

意匠の工夫やギャラリー機能等の整備を検討していきます。 

 また、各施設において、総務文教委員会資料№16の38ページからです。さまざまな施策につきまし

ては、総務文教委員会資料№16の38ページから、基本理念とともに施策の説明、主に合致する基本方

針、現在の取り組み、今後考えられる取り組みを記載しており、57ページからはそれらを一覧表でま

とめたものとなっております。 

 総務文教委員会資料№15に戻りまして、最後に第５章は、計画の推進体制について記載しておりま

す。本計画の推進に当たっては、市や文化芸術団体が連携を図りながら、それぞれの役割に応じた事

業展開を行ってまいります。また、施策・事業の進捗状況や成果を把握するため、文化芸術推進会議

が内容や進捗状況等について定期的に確認・点検・提案を行い、必要に応じて改善を図ってまいりま

す。また、国立市の文化と芸術をより豊かに推進していくため、新たな事業展開や団体間、市民間の

調整を図る推進体制の構築を検討してまいります。 

 以上、簡単ではございますが、文化芸術推進基本計画（案）の内容となります。 

 また、今後の進め方としまして、今後のスケジュール、左下になりますが、３月11日から４月１日

までパブリックコメントを行い、本日の総務文教委員会にて御意見をいただいた後、それぞれの意見

を集約し、４月に文化芸術推進会議を開催し、意見の集約を終えた後、答申をいただき、庁議付議、

教育委員会定例会へ議案として提出させていただき、お認めいただいた後、計画決定させていただき

たいと考えております。 

 以上が（仮称）国立市文化芸術推進基本計画（案）についての御報告となります。よろしくお願い

いたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 非常に細かくしっかりとつくられていると思うんですけれども、文化芸術っ

てふだんは余り意識する時間が皆さんなかったり、あるいは国の予算でも文化芸術予算が非常に日本

は低くて、文化芸術家が生きていくのが非常に大変な国なんですけれども、そういう中で基本法が国

としてできた。そして、国立市もちゃんとやらなければということで多分つくったと思いますが、い

わゆる文化芸術の風土をもっと豊かにしようということに対して、市ができることは、まずは環境づ

くりだと思うんです。そういう風土づくりの視点と、市民の全てが、多くの市民が文化芸術を享受で

きる、文化的で豊かな生活を保障するために市は何ができるかという視点があると思うんです。芸術

家を育てるのと市民が享受できる。大きくそう思うのですが、その場合、今まで市がやってきたこと

もこの中に載っているし、これからやろうというのをいっぱい盛り込んであるんですが、一番どこに

視点を置いて今後、それが見えてこないので、どこに視点を置いて、どういうふうに変えていこう、

どういうふうに持っていこうとしているのかというのをもう少し教えていただけるとありがたいと思

います。 

○【伊形生涯学習課長】 具体的な視点につきましては、説明、大分速くて申しわけなかったのです

が、総務文教委員会資料№16の35ページをごらんいただきますと、今回の施策立案の視点というもの

を記載させていただいております。推進会議の中でも、文化芸術で食べていくというのはなかなか難

しいような環境というものは話し合われておりますので、そういったところに対して対応していくこ

とで事業を行っていくことが１つ。もう１つが、市民委員の方が結構メーンにお話をいただいていた
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んですけれども、国立の文化芸術をいろいろ語っていく上では、市民の意見ですとか、そういったも

のをもっと集約してほしいということを言われております。そのため、施策立案の視点の１番を「市

民」という形で置いて、一番最後のところになりますが、市民目線に立ち、市民ニーズに応じた事業

展開というところを考えており、実際の事業としましては、平成31年度には、予算計上は行っており

ませんが、市民ニーズの把握をしていくための準備を行っていきたいと思います。市民ニーズを把握

していくことによって、今後の施策を検討していくというような形を考えております。 

○【尾張美也子委員】 市民に焦点を当てたということが今わかりました。確かに私も国立を歩いて

いると、自分の息子もバイオリニスト、何とか最低限度の生活を営めるかどうかわからないところで

生きているんですけれども、いっぱいいらっしゃるんですね、結構芸術家が。画家の方もいらっしゃ

るし、いろいろなジャンルの音楽家もいらっしゃるし、そういうのをいろいろな場所で楽しむ機会を

つくろうとしている方もいるんだけれども、そこがまだまだ国立のまちの風土になり切っていない部

分があるかもしれないし、私たちの知らないところでいっぱいあるかもしれない。 

 市が何をどう支援できるのかなというのをすごく思うんですけれども、市ができることは、例えば

環境づくりですよね。１つの団体を支援するとかそういうことではなく、そういうことができる場づ

くりとか、いろいろな発表ができる場づくりとか、そういうことができる施設をちゃんと整えるとか、

それを結びつけることかと思うんですが、これを見てて、21ページに課題というのが出ているんです

が、この課題は、本当にそうだろうなと思う課題なんですね。設備面、施設の老朽化とか、既存施設

の機能強化とか、可視化、それから子供たちの文化芸術環境の充実、教育機関との連携、こういう中

で、特にこれから力を入れていくというところがあれば、課題とともに教えていただけるとありがた

い。 

○【伊形生涯学習課長】 力を入れていくところですけれども、今、委員から御指摘いただきました

ように、文化芸術と一言で言っても幅広い分野、それぞれ人によって、これが文化芸術だと思うもの

もあれば、好き嫌い、嗜好性、そういったものも含まれてくるかと思っております。その中で、今み

たいな文化芸術活動を提供していくものの１つとしまして、先ほどの文化芸術推進会議の中でも一番、

全会一致ぐらいの勢いで皆様からこういうのをやっていくといいよと言われたものの１つが、新たな

推進機関の体制、先ほどアーツカウンシルという言葉を使わせていただきました。 

 これ実際は、定義がちょっと難しいのですけれども、総務文教委員会資料№16の63ページをごらん

ください。今回の計画、横文字を使うものに関しましては、なるべく注釈をつけさせていただいて、

よりわかりやすくということを心がけてはおりますが、アーツカウンシルというのは、「芸術評議

会」または「アートの議会」と呼ばれ、文化芸術に対する助成を基軸に、政府・行政組織と一定の距

離を保ちながら、文化政策の執行を担う専門機関。難しく言うとそういう形になっているんですけれ

ども、実際、国立市でアーツカウンシルのような機能ということで考えているものとしましては、63

ページの(4)の中で記載していますが、「つながりをデザインする」機能であると考えております。

具体的には、市内の文化芸術活動に関する情報の収集や発信を行っていったり、文化芸術にかかわる

団体と団体や人と人をつなぐハブ機能、あとは文化や芸術に関するさまざまな需要に応じてコーディ

ネートしていくような機能、こういった機能というものをつくっていきたいと思っております。実際、

アーツカウンシル自体は、下にも書いてありますけれども、東京都や大阪府にもございます。市レベ

ルでは新潟市や浜松市などがございまして、小さい基礎自治体ではほとんどこういったものはござい

ません。 
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○【尾張美也子委員】 ありがとうございます。それで、子供たちに視点を当てることもすごく大事

だと思います。子供たちの文化芸術環境の充実、これは直接市が、市しかできないというか、子供た

ちによっては、いろいろな観劇ができたり、いろいろな文化的な体験ができる子と、したくてもでき

ない子と、格差があると思うんです。それをある程度埋める意味では、例えばそういう体験を全ての

子供ができる場というのをもっと拡充してほしいと思うんです。特に中学生段階で、昔はあったと思

うんですが、芸術鑑賞教室がなかったりとか、それを復活してほしいし、そういうのも１つの案だと

思いますし、あるいは青年劇場という人たちが活動している劇団なんかは文科省の推薦を受けて、文

科省の補助を受けて、舞台をつくるところから、役づくり、１日かけて子供たちと一緒にやるという

ような、そういう体験会をしたりとか、おもしろいことをやっていて、それは申請すれば文科省から

お金が出るので、そういうのも利用しながら、いろいろな工夫をして子供たちに豊かな体験をと思う

んですが、その辺はいかがでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 今の教育とか子供たち、児童生徒に対しての文化芸術の部分につきまして

は、例えば財団で行っていますミート・ザ・アーティストですとか、そういった生の文化や芸術を体

験できるような、そういった事業を拡充していく。先ほど１番で既存事業の拡充ということで効果を

ふやしていきたいと考えております。 

 また、この推進会議でも、他市で行われているような市民劇団とか、そういったものももうちょっ

と活動しやすいような方向性というのを検討するようにというものを言われておりますので、あわせ

てそういったところも、先ほど言った文化芸術の団体というのは大小さまざまございますので、そう

いったところも確認ですとか、どういう内容をやっているかとかも把握しながら対応していきたいと

考えております。 

○【尾張美也子委員】 これを機会にぜひ情報を収集して、本当に文化の薫る、芸術の薫るまちを目

指して頑張ってほしいと思います。 

○【藤江竜三委員】 文化とか芸術とかですけれども、市役所内の職員さんの文化とか芸術度を上げ

ていくというのも大切だと思っていまして、市役所の職員さんが仕事をやっている中で、もっと美し

い仕事をやっていこうとかいう感性が実はちょっと足りないところがあるんじゃないのかなと思うと

ころがあって、前指摘した矢川駅でガムテープをぺたぺた張って広告を張り出すとか、もうちょっと

きれいに美しくやろうみたいな感性、それってまさに文化だと思うんです。 

 それとか、具体的に指摘していくと幾つか出てくるんですけれども、自転車をとめちゃいけないと

いうので赤いパイロンを、ああいうのでそのまま、確かに自転車はどくけど、それも美しくないよね

と言われたら、多分美しくないし、ほかの花でどけるとか、そういうやり方があると思うし、また広

告物に戻るんですけれども、ガムテープじゃなくて、格好いいピンでとめてみるとか、いろいろなそ

ういう細かいところで美しさというところにこだわる文化みたいなものを市役所の中でも醸成してい

く必要があるのではないのかなと思うんですけれども、そういったところで庁内の文化芸術度を上げ

ていく取り組みとか、そういった感性を持っている人材を採っていくとか、そういった考え方という

のはお持ちでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 御指摘ありがとうございます。矢川駅のところのガムテープ等につきまし

ては、うちのほうでもちょっとやってしまったところがありますので、申しわけございませんでした。

文化芸術所管部署がそういうことをしてしまって、申しわけございませんでした。 

 今、委員御指摘の部分ですけれども、先ほど言いました文化芸術の部分につきましては、人それぞ
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れの部分というのはもちろんございます。今回、例えば先ほどもお話しした中で、市がやる内容につ

きまして文化芸術の部分というのを取り入れていくというのは大事だということはございますけれど

も、その中で、先ほども費用面、安全面というのは確かに考えていかなければならないんですけれど

も、意匠を凝らす、デザイン性を凝らしたようなものにするとか、そういったところを今回の視点の

中にも入れておりますので、そういった視点を今後も全庁的に持っていただきたいなと思っておりま

す。 

○【藤江竜三委員】 デザイン性を工夫したいというところも出たんですけれども、デザイン性を工

夫するというのは本当に大事で、こういう計画とかでも、ちょっとしたデザインで見る人がふえたり、

ぐっと減ったりとか、チラシとかでも見づらいのとか、これワードで上から順番に打って、太いとこ

ろをゴシックにして、こんなことをしたら見にくいじゃないかみたいな、たまに見かけるんですけれ

ども、そういうところでも適切にアドバイスができる人とかがいるといいなと思いますので、庁内か

庁外になるのか、そういったデザイン的な視点を持てる人というのを育てていってほしいなと思いま

す。 

 また、36ページにおもしろいことが書いてあって、１％フォーアートというのがあって、建築物、

小学校とかだと30億円あって、その１％だと3,000万円、芸術にぶち込んでいくとなると、なかなか

市民理解は得づらいというふうにも思うところなんですけれども、それでもそういう考え方もあるの

かと思うところもあったり、立川市ですと民間の建物、北口でしたっけ、北口のほうは地区になって

いて、必ず建物ができると、１つはかなり大き目な芸術作品を置くというようなことをやっていると

思いますけれども、ああいうことをやっていきたいと言うなら、市役所、公共側も多少はそういった、

どれぐらいになるかわからないんですけれども、芸術作品を前に押し出していくということをやって、

国立市のロータリー付近、また大学通り、そういうところで民間さんも協力して何か、彫刻じゃない

にしても──彫刻かもしれないですけれども、絵でもいいですし、何かしらのアートを一緒になって

置いていきましょうよと民間さんにも協力を頼んでいくというような考え方もあると思うんですが、

そういったところというのはどう考えているのでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 今の立川市のお話ですけれども、ファーレ地区というところがございまし

て、済みません、明確な数字はわからない、たしか100以上の、109だったと思いますが、109ぐらい

のパブリックアートというものが置かれております。こちらは特に条例、規則等では定められてはい

ないんですけれども、大規模開発等を行っていくときに、立川市のほうでアートの設置をお願いして、

そういった形をとっております。お願いということであるのであれば、市としてもお願いして設置し

てもらうということは可能ではございますが、そういったところに向けても今後は検討していきたい

と考えております。 

○【藤江竜三委員】 今、ロータリーですと、そろそろ壊して建てかえるのではないかなという建物

が１つ多分あったかと思いますので、そういったところから順々にお願いをしていって、だんだんそ

ういう取り組みを広げていけたらすてきだなと思います。 

 それと、文化芸術になると、何が芸術なのかというところで衝突する面もあるのかなと思います。

例えばバンクシーという、言い方を悪くすると、勝手に人の建物に落書きして、格好いい絵を描くと

いうような芸術家がいらっしゃるんですけど、例えば国立市の公共施設にバンクシーじゃないけど、

すごい格好いい絵を勝手に描かれたというふうになったときに、国立市はどうするのかというような

葛藤が生まれたときに、文化芸術条例を持っていて、こういった推進計画があると、そういうものと
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いうのはどう考えたりするのでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 確かに難しい質疑で、バンクシーの場合は、実際は落札されたときにシュ

レッダーで半分切られたとか、そういった特異性ですとか、それに似た絵がたしか千葉県とか、あと

はほかの公園のトイレとかに描かれていて、ニュースになったというところはございます。その後、

その自治体がどうしているかまでは追ってはおりませんが、国立市にあった場合にはどうするという

のはちょっと難しいんですけれども、庁内で検討していきたいと考えております。 

○【藤江竜三委員】 いろいろ検討しなければいけないと思いますけれども、賛否両論あるというの

もまた芸術ですので、度量を広く持って文化芸術を広めていっていただきたいと思います。 

○【重松朋宏委員】 64ページに及ぶ非常に大作の計画ができたんですけれども、ぱっと見ても、ち

ょっとくらくらしてくるぐらい非常に細かくいろいろな内容があって、これにあれが足りない、これ

は何というような話をしてもしようがないと思うんです。けれども、いざ表紙を見ると、「国立市文

化芸術推進基本計画」という画数の多い漢字が13個ずらっと並んでいて、正直これ何なのという感想

を思ってしまうんです。文化芸術推進基本計画というのは、国立市が10年後、2028年に目指す文化と

アートの姿ということですよね。これ一言で言うと何なんだろうか。あるいはこの基本計画の肝は何

なのか。多分、即答はちょっと難しいと思うんですけれども、もしここで我々が言って中身がいろい

ろ大きく変わってくるというようなものでもないぐらいのところまで計画ができ上がっているんです。

今回のこの計画は、今まだ案がついていますけれども、これなんだという１つのフレーズをはっきり

と打ち出してほしいと。 

 漢字がどんとある計画を印刷屋に頼んで冊子をつくって、はい終わりというのだと、多分、そのま

ま書棚に入れて終わりということになりかねないので、10年後にこういう文化芸術のまちを目指しま

すというものを、担当だけではなく、副市長もしくは市長がこれに込めたものというのは、今答えら

れるようだったらぜひ答えをいただきたいですし、それを考えて、最後、案をなくして、市民にもお

披露目して、これを使いこなすときには、それが前面に出ていくようなものにしていただきたいと思

います。それがソーシャルインクルージョンなのか、シビックプライドなのか、参加なのか、多分フ

レーズとしてもきちんと考えていったほうがいいと思うんですけれども、もし今答えられるようでし

たら、市長以下、自分の思いを出していただきたいと思いますし、難しいようですから、そのことを

案が取れるときにはきちんとフレーズとして出せるようなものを用意しておいていただきたいと思い

ます。もし答弁がなければ、意見で。 

○【是松教育長】 まず基本的には、文化芸術条例のコンセプトが「文化と芸術が香るまちくにた

ち」ということでうたわれています。何よりこれが一番のコンセプトになっていくと思いますので、

「文化と芸術が香るまちくにたち」をつくっていくということを基本にしているということでござい

ます。それから、具体的には、今回さらにそれの中で、市民が気軽に文化に触れ合うことができる、

また出会うことができるまちにしていこうということで、35ページになります。ここに施策立案の視

点というのがありますので、ここら辺が今後、何らかのフレーズをつくって象徴的にやっていくとな

れば、ここら辺のキーワードを使いながら、今、具体的にこれだというふうには言えませんけれども、

ここら辺を基本コンセプトに、このフレーズを用いながら、何らかのうまいキーワードができればな

ということで、そこはまた、それこそアート的な感覚で、デザイン的な感覚で考えていくようになる

のかなと思います。 

○【稗田美菜子委員】 それでは、簡単に何点かお伺いいたします。47ページのところに、ちょっと



－ 63 － 

細かなところですが、基本理念の３の中で、「文化芸術活動を担う市内外の様々な主体が連携し、及

び協働し、文化と芸術を通じた人々の交流を促進することにより、開かれたまちとすること」。全体

として、この基本計画がまちづくりにかかわっていたり、人づくりにかかわっていて、本当に壮大な

ものをよくつくり上げてくださったなという感じがするんです。ちょっと具体的なところに入ってい

こうと思いますが、この中で、さまざまな主体が連携したり、協働したりすることでいろいろな事業

をしていきましょうということで、国内外ということなので、１つ国内は北秋田市、国外については

ルッカ市というのが交流をしていっていると思います。 

 そこで、北秋田市については児童交流ですね。遠藤委員もそうでしたけれども、子供のときに親元

を離れて宿泊すると。向こうのおうちに住まい、生活することで体験を通してということがもともと

きっかけになり、その後、まと火の交流を通じて、市民の人たちが活動をしていることが連携して、

協働して、１つ友好交流都市協定を締結したと理解しているところです。 

 ルッカについてですけれども、現在の主な取り組みの中で、ルッカを知る研究会については、日伊

櫻の会さんと共催でしているということです。これは今後、ここがもととなり、まと火とか児童交流

のように、今後も活動をともにして協働してということになっていくのか、それとも、ここの読み方

によっては、市や財団等において文化や芸術を通じたといって、これからは切り離されるかなとも読

めるんですけれども、どうなっていくのかというのをお伺いしたいんですけど。 

○【伊形生涯学習課長】 まず、北秋田市ですとか、ルッカ市の関係なんですけれども、財団のほう

というところでお話しさせていただきますと、まず、今ルッカを知る研究会というものは市のほうで

行っている部分がございますが、それとは別に、例えば財団のほうの芸小ではくにたちデビューコン

サートというものを、若手の音楽家を招いてコンサートをする場の１つとして行っておりますが、そ

の中で、例えばルッカですとプッチーニがおりますので、そういったところの音楽を行っていったり

とか、そういったところについて連携していくので、今やっていく事業プラス財団とか、そういった

もの、いろいろ使いながら、今後また発展させていきたいというふうな思いでございます。 

○【稗田美菜子委員】 今、やっている事業を使いながらということで、このルッカを知る研究会に

ついても、今後も継続していくということでいいんですかね。 

○【黒澤政策経営課長】 ルッカを知る研究会でございます。平成30年度は特段予算措置をしていな

かった関係で、日伊櫻の会さんにかなり御協力をいただいておりますが、平成31年度につきましては、

私ども講師謝礼ということで予算を組ませていただいていますので、基本的には、主体的に私ども市

がやっていくことになろうかと考えております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。もともと国立の桜の実を、前回の委員会の報告でもありまし

たが、二小からの桜の木で、ソメイヨシノじゃないのは残念だったと思うところなんですけれども、

オオシマザクラですか、山桜、葉っぱと一緒に出る、あれがルッカにあってということで理解してい

るんですが、ホームページで調べさせていただきましたら、株式会社から一般社団法人か何かに変わ

っていらっしゃったんですね。確かに連携をとることは大事だと思うんですけれども、公益性が高い

事業にこれからなっていくわけです。だからパートナーとしてどういうパートナーシップを結んでい

くのかというのは、市の姿勢はしっかり示していかないといけないと思いますし、市として、今、講

師謝礼として行いますとおっしゃっていたので、主導権を握って主催として市が取り組んでいくとい

うことは理解をするところですけれども、ここまで共催でやってきていますし、もともと関係を築い

てくださっていた方たちですので、そこはしっかりやっていただきたいということと、あくまでも市
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が主体として取り組んでいくということを前面に出していただきたいと思いますので、その辺はよろ

しくお願いいたします。 

 あともう一点ですけれども、このまとめていただいた総務文教委員会資料№15、すごく一生懸命ま

とめてくださって、全部がゴシックで、全部が太字で、全部重要なんだということはよくわかりまし

たし、何よりも課長の頭の中にがっつり入っているんだなということが、いろいろな方の御答弁を聞

いていて思いました。課長の頭の中にはしっかりこれが入っていて、ただ、問題は、それをまちづく

りにまで発展していくということは、各課にどれだけ浸透させるかということですね。市民も含めて

ですけど。まずは庁内でどういうふうにして、それを浸透させていくかということが大事だと思いま

すが、それについてはどういうふうにしてやっていくのかお伺いします。 

○【伊形生涯学習課長】 きちっと入っているとは思いますけれども、私も１つの内容としては考え

ております。総務文教委員会資料№16の62ページを見ていただいてもよろしいでしょうか。先ほど計

画の推進体制というところで御説明をさせていただいた中で、行政は、この計画の実効性等を考えて

いく上で、（仮称）国立市文化芸術推進基本計画策定庁内検討委員会というものをつくりました。今

後は、できればこの会を、仮称ではございますが、国立市文化芸術推進基本計画の推進委員会みたい

な形で設置をし直しまして、今やっている内容ですとか、今後検討していく部分につきまして、情報

共有ですとか、新しい企画の立案、そういったところについて、各課・部と連携していきたいと考え

ております。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。庁内でもしっかりと推進、喚起だけではなくて、情報共有し

てしっかりやっていただけるということで、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。私は以上です。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、何点か質疑します。市長の施政方針のほうで「『文化と芸術が香る

まち くにたち』の実現に向けて」ということで、この計画策定後、文化芸術活動により市内外の

人々が集い、交流が促進されるような施策を推進してまいるというお言葉がありましたけれども、具

体的な計画とか今あれば教えてもらいたいと思います。 

○【伊形生涯学習課長】 基本的に今回の計画の中では、そういった計画を検討していく中で、実際、

今回行っていく事業としましては、先ほど言った市民ニーズの調査ですとか、そういったところによ

って市民ニーズがどういったところにあるのかとか、そういったところに応じて事業を新たに検討し

てまいりますので、今現状で、例えば市内で行われている既存の事業に関しましては、先ほどお話し

しましたように拡充等していってもらうということは考えているんですけれども、今、例えば新たな

事業とかですぐこれをやりたい、あれをやりたいというところまでは、特に検討はしておりません。 

○【遠藤直弘委員】 わかりました。何かこういうものがあって、枠をつくって中に入れるものがな

いとなると、これまた何のためにつくったのという話になりますので、ぜひ具体的な検討をお願いし

ます。プレー・ミーなんていうのも書いてありますけれども、そういうようなものも継続するのか、

やめるのかというのもしっかりと話し合っていかなければいけないのかなと思います。 

 あと、これは意見です。文化芸術で伝統文化ということもしっかりと入れていただきたいと思いま

す。あと、日本の昔からの文化でお餅つきとか、流しそうめんとか、これ保健所でだめなんですよね、

公でやろうと思うと。お餅つきは何とか町内会がやっているので、各町内会がやっていると思うんで

す、ぎりぎりセーフみたいな感じでね。いつ何か言われるのかってどきどきしながらやっているんで

す。だけど、町内会でもお餅つきという文化を子供たちにも見せてあげたいですよね。あと流しそう
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めんはアウトなんです。僕ら商店会で企画して、谷保天満宮は逆の参道じゃないですか。坂、逆です

よね。あの参道を利用して、みんなで長い流しそうめんをやろうと思ったんです。だめなの。これ愚

痴なんですけど、でも、文化とかの話だと思うんです。食文化。ぜひこういうようなものも助けても

らいたいと思います。補助金をもらおうと思っていたので、保健所に違反するようなことをゲリラ的

にやるのはまずいだろうというのでやめたんですけれども、ゲリラみたいな感じしかできないんじゃ

ないかなと思うんですね。でも、文化とかそういうようなもので、ぜひ東京都にも言っていただきた

いと思います。あそこの保健所の出先機関がありますけれども、それを要望します。以上です。 

○【藤田貴裕委員】 せっかくこういう基本計画をつくるわけですから、これがやりたいからこうい

う計画をつくったとか、そういう話をぜひ聞きたいと思いますので、そういうふうなこと。しかも、

それはシティープロモーションになるようなことをやっていきたいとか、そういう意気込みがないと、

大変な思いして計画をつくって、それで議会に報告というのも、何か聞いてて、質疑のやりがいもな

いのかなというふうに思ってしまいますので、せっかくここで「特色ある文化芸術活動の支援」とか、

こういうふうに出しているわけですから、こうことをやっていきたいというのをぜひ持って提案をし

てもらいたいと思います。市民の皆さんのニーズを聞いて、これからやるということでありましたけ

れども、シティープロモーションの観点でやっていくと、あるいは何か特化してやっていくとか、そ

ういう意味ですか。ちょっとそこを教えてください。 

○【伊形生涯学習課長】 もちろん、今お話しいただいたようにやっていきたいこと、また、取り組

んでいきたいことというものは多々ございます。推進会議の中でも実際、例えば来年度の予算の中で

こういったことをやっていったほうがいい、ああいうことをやっていったほうがいいというのは多々

言われております。その中で、先ほどからお話ししています市民ニーズの調査というものは必要だと

いうふうに考えております。また、シティープロモーションという部分も多分に必要だと思います。

先ほどの遠藤委員とかお話しいただきました、例えばプレー・ミーですとか、そういったものは１つ

シティープロモーションの考え方を持っているものでありますし、そういったものの検討というのも

必要だと思っております。また、これをやっていくんだという１つの目玉としましては、先ほど話し

しましたように新たな推進機関としまして、文化芸術の需要と供給をコーディネートしていくような

機能をつくっていきたいと考えております。 

○【藤田貴裕委員】 審議会の中でやってみたいというのは、この基本理念の１から４番の中に入っ

ている、四角の中で囲ってある文章の内容というのがやっていきたいという内容ですか。 

○【伊形生涯学習課長】 この中には、委員会の中でのお話ももちろんありますが、既存の事業とい

うものも含まれております。例えば委員会の中でこういったもの、おもしろい他市の、他市というか、

ほかの事例で行われているものとしては、例えばレジデンスプログラムまたはアーティストバンク、

そういったものが含まれております。アーティストバンクとかは他市で行っていまして、先ほど発表

の場ですとか、若手の芸術家の方々がいろいろな場所で発表する機会がなかったりとか、育成する場

所がないというところを防ぐために、市内のアーティストの方を登録制にして、先ほど言った需要と

供給に合わせてそういった方を紹介していったりとか、そういったような事業となっております。 

○【藤田貴裕委員】 アーティストバンクとか、アーティストの市内での活動の支援というのは、私

はとても大切なことだと思いますけれども、需要がなかったら仕事の依頼がないのかと言ったら、そ

れはそれでやっている本人にとっては非常に気の毒だと思います。それだったらいつまで、文化とい

うのは多分、みんなが知っている文化というのはどんどんと伸びていくんでしょうけれども、誰も知
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らない文化は全然伸びていかないのかな。そんな気もしますので、市が積極的に芸小ホールですとか、

いろいろなものを使って若手アーティストの発掘とか、発表の場というのは十分与えてあげる必要が

あるのかなと思っています。そういう面では、芸小の使用料をただにしてやっていくとか――笑うけ

ど、それぐらいやらないと、じゃあどうやって若手は発表するんですか。発表する箱がないんです。

そういう面では、私はそれぐらいやってもいいのかなと思いますし、文化芸術活動をやっている人は、

いや、うちの団体は立川市から依頼ありますよ、国分寺市からあるけど、国立市にないですよ、そう

いう話ばっかりです、私聞いているの。非常に残念だと思いますけど、この辺の見解を教えてくださ

い。 

○【伊形生涯学習課長】 今のアーティストの関係ですけれども、例えば文化芸術に関しましては、

先ほど音楽でくにたちデビューコンサートを行ったりとか、あと国立市のほうでも、他市でももちろ

ん行っていますけれども、例えば落語です、寄席、こういったものも１つの若手の育成の部分という

ふうに考えております。また、ホールとグランドピアノのシェアプログラムですとか、そういった形

で減免とか割引とかいうことにはならないんですけれども、シェアすることによって金額を下げて行

っていくとか、そういったことを行っていきますので、金額の部分につきましては、委員お話しいた

だいていることは重々わかるんですけれども、その部分は、今検討の中には含まれておりません。 

○【宮崎教育次長】 こちら推進会議の中でこの計画案、計画案自体を諮問していますので、答申に

向けて議論いただく中で、それぞれ芸術に深くかかわっている方々ですので、さまざまな意見、それ

も具体的な意見も出てまいりました。ただし、この計画については、条例理念に基づく大きな方向性

を示すものなので、具体的にこの費用をかけてこの事業をやりますというところまでは現実的には入

れ込んでおりません。ただし、国立市で文化芸術の薫るまちを目指す上で、担い手としては市民であ

り、さまざまな団体であり、あるいは行政がいかに展開し、あるいは支援していくか。さらには国立

市においては、財団法人がございます。その財団法人の中でもさまざまな取り組みをやっております

けれども、例えば、委員からお話があったように、財団がいろんな情報を仕入れることによって共催

という形をとれば、現在でも費用を要せずに一緒にやったりしているんです。ですから、そういった

ところをしっかりやっていく上で、まず、アーツカウンシルという仕組みは必要ですねと、そこは全

会一致であった意見ですので、そういった推進の仕方と方向性を大きく定めていく中で、具体的な施

策をどのように展開していくか。これは、それこそ実施計画レベルであったり、そういったところで

検討する中で、今後進めていきたいと考えてございます。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、報告事項(3)（仮称）国立市文化芸術推進基本計画（案）についてを終わります。 

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

 報告事項(4) 国立市生涯学習振興・推進計画（案）について 

○【髙柳貴美代委員長】 報告事項(4)国立市生涯学習振興・推進計画（案）についてに入ります。 

 当局から報告を願います。生涯学習課長。 

○【伊形生涯学習課長】 それでは、報告事項(4)国立市生涯学習振興・推進計画（案）について御

報告いたします。 

 資料といたしましては、総務文教委員会資料№８、国立市生涯学習振興・推進計画（案）について

（概要）、総務文教委員会資料№９、国立市生涯学習振興・推進計画素案についての意見募集の結果
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について、総務文教委員会資料№10、国立市生涯学習振興・推進計画（案）となります。説明につき

ましては、先ほどと同様、総務文教委員会資料№８の国立市生涯学習振興・推進計画（案）について

（概要）をメーンに御説明させていただきます。 

 それでは、説明させていただきます。 

 まず、国立市生涯学習振興・推進計画（案）は全部で３章にて構成されております。第１章では、

「計画策定にあたって」といたしまして、生涯学習の概念と計画の範囲、計画の目的、期間等を記載

しております。生涯学習の概念では、その基本を自主性、主体的なものとしており、計画の範囲とし

ては、社会教育を中心とした生涯学習に関連する施策事業を対象としております。 

 計画の目的としましては、１つ目に、国立市総合基本計画の理念「人間を大切にする」ことと、生

涯学習社会の実現に向け、市民の多様な学習や活動を支援するため、生涯学習に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するためとし、２つ目として、庁内の生涯学習に関する事業を施策の体系ごとに整

理するためとしております。 

 計画期間は、2019年度から2028年度までの10年間としております。 

 次に、第２章です。第２章は、「国立市の生涯学習のあゆみと課題」です。国立市の生涯学習の歩

みでは、社会教育、生涯学習推進の展開において、文教地区指定と公民館設置について及び国立市の

これまでの取り組みを記載しております。 

 また、課題としましては、(1)から(5)の学習情報の収集・発信、学習機会の充実、学習の成果を生

かせるサポートの充実、施設や場の拡充、職員の専門性の確保、適切な事業評価方法の検討が記載さ

れております。 

 最後に、第３章は「国立市の生涯学習が目指すもの」として、まず、計画の基本方針を、学習権を

保障する計画、学習者の視点に立った計画、市全体が実施する計画の３点を基本方針とし、第２章の

課題を受けて、(1)学習情報の収集・発信としては、生涯学習に関する情報を市民の方が集めやすい

ように生涯学習情報の集約を行うとともに、ウエブサイトやＳＮＳ等、多様な手段で情報発信を行い

ます。 

 (2)学習機会の充実は、年齢や置かれた状況に応じた学習機会や、現代的・社会的に大きな課題と

なる問題等に対応した学習機会を提供していくとともに、市内の学校や市民団体等さまざまな団体と

連携・協働し、学習機会の充実を図ります。 

 (3)学習の成果を生かせるサポートの充実は、市民が発表会や展示会にて学習の成果を発揮し、評

価されたり、地域活動等で実践する場の充実を図り、継続的な学習意欲の喚起を行います。また、学

習の成果を生かすことを前提とした講座等を開催します。 

 (4)施設や場の拡充、職員の専門性の確保は、現在ある施設を利用しやすい環境に改善していった

り、民間施設等の活用を検討したりなど、市内の施設全体を有効に活用できる体制を整えてまいりま

す。また、職員がさまざまな研修を受講する等、職員の専門性を高めるとともに、専門的な資格を持

った人材や育成された人材を効果的に配置してまいりたいと考えております。 

 (5)適切な事業評価方法の検討は、中間評価や計画終了時の評価の際には、定量評価だけではなく、

生涯学習や社会教育の役割や効果をあらわす等、定性評価も含めた評価を実施する必要性があると考

えるため、評価方法を検討してまいります。 

 以上が国立市生涯学習振興・推進計画（案）の内容となります。 

 今後のスケジュールとしましては、本日の御報告の後、頂戴しました意見を、その後、庁内検討委
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員会を開催し再度検討を行い、庁議に付議及び教育委員会定例会へ議案として提出し、計画の決定を

行ってまいりたいと考えております。 

 最後に、総務文教委員会資料№９、国立市生涯学習振興・推進計画素案についての意見募集の結果

についてをごらんください。平成30年12月５日から27日に実施いたしましたパブリックコメントにつ

いては５件の意見を頂戴し、一部文言や表現の修正等を行わせていただいております。 

 簡単ではありますが、以上が国立市生涯学習振興・推進計画（案）についての御報告となります。

よろしくお願いいたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 報告が終わりました。質疑、意見等を承ります。尾張委員。 

○【尾張美也子委員】 生涯学習というと、どういうふうに捉えているのかが伝わってこなくて、こ

れをばっと読んでも、今、市がやっている事業を生涯学習に当てはめてやっていますよと書いている

ように見えて、いろいろなところでやっている事業とか、いろいろな団体がやっているものを、確か

に何をやったって生涯学習だと思うんです。働いてたって学習ですから。仕事をして、自分でそこか

ら得たものは、やはり学びを得ているし、生きているだけで学んでいるみたいなところがあるし、何

をもって生涯学習というのか。その生涯学習というのは一人一人違うと思うし、その人その人の人生

において求めるもの、得ていくもの、どうやって生きていくかというのも違うように、それを、計画

を立ててというのがどうしても違和感があって、誰かから押しつけられてやるものでもないし、自分

で自主的に取り組んで、生きていくこと自体が学習だと思う私にとっては不思議な感じがするんです

が、それを市がやらなければいけないということなんですかね。それをやりたい、やるべきだという

理由というのか、その目的というか、生涯学習そのものをどう捉えていて、市の立ち位置はどういう

ところにあるのかというのをちょっと教えていただけるとありがたいです。 

○【伊形生涯学習課長】 今、委員からお話しいただいたように、生涯学習、先ほどの文化芸術と近

いんですけれども、さまざまな考え方等あります。先ほど説明の際にもお話ししました、生涯学習自

体は自発的なものとか、主体的なものであると、そういうふうな考え方を市は持っているところでご

ざいます。その中で、今まで載ってきたようなものがたくさん載っているということはございますけ

れども、これは、逆を言うと、なくなってしまっては困るという観点をまず１つ持っているものでご

ざいます。現在あるものをまず継続していただきたい。その中で生涯学習という概念としてそういっ

たものを続けていきたいというところが１つございます。 

 また、例えば学習機会のところで、いろいろな課題というものが今後出てくる部分がございます。

例えばひきこもりの関係の講座を公民館で行っていただいたりとか、そういった部分というのは、も

しかしたら昔もあったものではもちろんございますが、そういったところにスポットを当てた講座と

か、学習の機会というものは、もしかしたら今の時代に合わせたものということになっておりますの

で、そういった点を市としてやっていきたい。ただし、積極的に介入していって方向性を見きわめ、

こちらのほうにやってくださいというような計画ではございませんので、以上です。 

○【尾張美也子委員】 わかりました。今ある企画を後押ししたい。生涯学習という観点から後押し

をするというような、枠というのか、継続していくということですね。確かに、例えば公民館でやっ

ている、うちの娘も行ってすごく楽しんでいるんですけれども、しょうがいしゃの講座、青年教室、

ああいうのとかもそうでしょうし、となると市ができること、市しかできないこと、市がやってはい

けないこと、いろいろあると思いますが、そういう中で、現時点での課題というか、ここはしっかり

やっていきたい、だけどここはちょっと気をつけるとか、そういうのはありますでしょうか。 
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○【宮崎教育次長】 今、御質疑の中でさまざまいただいているお言葉の中で、おっしゃるとおり、

生涯学習は物すごい幅が広いです。人々が生涯において学ぶ、全部入ってきますが、国立市がこの計

画をつくって、今後、施策展開していく中では、１つは、社会教育という分野を中心に考えてござい

ます。それから、主体的に学ぶということを考えれば、学びたいという気持ちを持っている方が、ど

ういった状況にある方であっても、あるいはいつ何どきでも学べるという風土をつくっていくことが

行政の使命だろうと。つまり、資料の中では総務文教委員会№10の19ページあたりに書いてあります

けれども、さまざまな状況、さまざまな課題のある方、いろいろな方々がライフステージに応じて、

学習機会が充実していて、学びたいときに学べる。それを今までやってきた施策も十分活用しながら、

いかに今後、行政としての支援策をしっかり展開していけるか、そこがポイントになってくるかなと、

そのように考えてございます。具体的なことは今後考えてまいりたいと思います。 

○【尾張美也子委員】 そうですね。学ぶ環境というか、学びたくても学べないということもある。

でも、その辺は本当に一人一人違うと思うので、ニーズを把握しながら、じゃ、市としてどういうこ

とが援助できるかというのも、これから多分探っていくことだと思うんですけれども、そういう意味

では底支えをきちんとやっていると、そしていろいろな活動をやっている市民を支えていくというよ

うな目でやっていってくれればいいのかなということは私は感じております。ぜひ今後に期待してお

ります。 

○【藤江竜三委員】 それでは、17ページ、施策体系のところですけれども、それの(4)で施設や場

の拡充というところがあります。最近ですと、先ほどの芸術のところでもそうで、場も大事ですけれ

ども、道具をそろえるのも結構一苦労というような家庭や状況とか、そもそも道具が結構高度化した

り高額化しているというふうになると、そういった道具というのも一定程度市で用意して、みんなで

使うというような考え方も必要だと思いますけれども、そういった道具の拡充というのは、場の拡充

という中に考え方として入っているのか、入っていないのかというところはどうお考えでしょうか。 

○【伊形生涯学習課長】 今の施設や場の拡充につきまして、具体的には27ページをごらんいただけ

ますでしょうか。今お話しいただきました、例えば会場や場所を貸すというものはいろいろな場所で

行っていますが、公民館であれば、例えば備品ですね、そういった貸し出し等も行っております。今

後そういったものの拡充については、必要性ですとか、今、お話あった利用率等を踏まえながら、そ

ういったところも検討していきたいと考えております。 

○【藤江竜三委員】 ぜひともそういった道具の、公民館ですと備品の貸し出しをしていると思いま

すけれども、そういうのを拡充していってほしいと思います。今はやっている動画の編集とか、子供

も結構はやってと思いますが、ああいう動画編集ソフトを自分でそろえようとすると、月に7,000円

ぐらい本気のをやると払わなければいけない。そうなると、さすがに子供のお小遣いでは無理だなと

いうふうになりますと、ただ、本物の便利な道具というのはどうなのかというのも子供に僕は体験し

てもらったほうがいいなと思いますので、ちょっといい道具を貸し出せるというのも公共の役割の１

つかなと思いますので、ぜひともそのあたり検討をしていただきたいと思います。 

 それと、パブリックコメントであった中で、総務文教委員会資料№９の意見募集の結果についてで、

７ページの公民館のところですけれども、24番目に、高齢の方にＩＴ技術についていろいろ教えるよ

うな、自然科学やテクノロジー学習事業という柱立てをしたほうがいいのではないかというのがあっ

て、回答としてはなしになっているんです。私も高齢の方ほどＩＣＴの技術は生活が便利になると思

っていて、独居をしてて、アマゾンエコーとかでしゃべりかけて、返事をもらって、ちゃんと生存確
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認だったり、いろいろな話し相手になるというのもできるようになると思いますし、普通に御飯を食

べたければインターネットで注文するとか、若い人も便利になるけれども、高齢の方も助かる面とい

うのは非常に大きいと思うので、そういったところで、これからＩＣＴのスキルを持った人がだんだ

ん、今できる人が高齢になってくるとみんなできるようになってくるんでしょうけれども、今の段階

で結構必要な面があるのかなと思います。そのあたりのお考えというのはどのように感じていますで

しょうか。 

○【石田公民館長】 御提案のＩＣＴの関係の講座のお話だと思いますけれども、機器ですとか用意

するものなど、ちょっと必要な部分も実はあろうかと思います。現在、公民館のほうではさまざまな

ＩＣＴを使った講座というのは、機器の関係の用意はできないんですけれども、一方で民間企業を使

ってという話もあろうかと思いますが、公民館の講座の特殊性といいますか、講師を招くに当たって

は営利の関係の部分の障壁などもあるので、講座としては必要な部分は重々感じておりますけれども、

現在のところすぐにというわけにはなかなかいかないという状況でございます。 

○【藤江竜三委員】 すぐにとはいかなくても、ぼちぼち検討していっていただけたらと思います。

以上です。 

○【重松朋宏委員】 私からはそもそも生涯学習振興・推進計画を何でつくらなければいけないもの

なのでしょうか。文化芸術推進基本計画については、国のほうでも自治体は努力義務でつくりなさい

という話があって、しかも市長も教育長もこれからの国立市の文化政策というのに熱心に取り組もう

とされているのはわかりますし、市民の中にもそういう機運があるというのはわかるんですけれども、

そもそも生涯学習振興・推進計画は、どこからもこういうのをつくっていこうって、余り機運のない

ままつくられている、あるいは審議会に計画をつくるということが前提で諮問が、いろいろな審議会

に諮問されているなという感想を持ってしまうんですけれども、何のためにつくるのか。 

○【伊形生涯学習課長】 そちらも定例会の総務文教委員会資料№８の中で簡潔に計画の目的という

ものをつくっておりますが、大きく分けて２点です。生涯学習社会の実現に向けて、市民の多様な学

習や活動を支援するためというものが１つです。それが生涯学習の施策、総合的、かつ先ほど言った

なくならないようにしてほしいための計画である。生涯学習の視点を持った事業展開をしてほしいと

いうことが１つ。それともう１つは、庁内の生涯学習に関する事業の施策体系ごとの整備というもの

も１つの目的となっておりまして、そういったことによって、先ほど自分の事業は生涯学習の部分に

かかわってきているんだと、そういったようなことを考えていただくためにこういった計画をつくっ

ております。 

○【重松朋宏委員】 ということは、例えば基本計画ですとか、あるいは教育目標、市長のほうでつ

くる教育大綱、教育委員会基本方針の中に明記したのでは足りないと。計画という形でしっかりと手

がかりをきっちりと刻んでおく必要があるということでつくるということを、大体いつ、どこでそう

いう方向性を一体誰が決めたんだろうという、まずそもそものところがわからないんですけれども。 

○【是松教育長】 もともと生涯学習という概念自体が比較的新しい概念です。平成19年の教育基本

法の中で一番上位概念として生涯学習の理念というものが出てきました。国民一人一人が自己の人格

を磨き、豊かな人生を送ることができるよう生涯にわたってあらゆる機会にあらゆる場所において学

習する、これが生涯学習であるというふうになっております。 

 実は、生涯学習という概念ができる前は、社会教育と学校教育という概念に学習分野が分かれてお

りました。社会教育のほうも社会教育法の中ではっきり学校の教育課程として行われる教育活動を除
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いて、個人の要請や社会の要請に応じて行われる学習が社会教育であるというふうになっておりまし

た。しかし、社会教育法の中で改めて生涯学習という大きな、幼児教育、学校教育、それから社会全

般にわたって行われるさまざまな、企業の教育も含めて、大くくりの全ての学習活動が１本に生涯学

習とくくられたわけですけれども、この生涯学習は誰がどう進めていくんだという中で、その役割が

社会教育にあるということを社会教育法の中で打ち出しました。 

 社会教育は、生涯学習の中核として生涯学習の振興に寄与しなければならない。したがいまして、

国あるいは地方公共団体もその趣旨にのっとって生涯学習をしっかり進めていく必要があるというこ

とになりました。特に、今まで行われた社会教育分野だけではなく、学校教育分野との連携をしっか

り結んで、それを行っていく必要があるというようなことが打ち出されました。うちは持ってなかっ

たんですけれども、他の自治体等では社会教育推進計画というのを持っておりました。社会教育を通

じてまちづくりを行っていこうというような自治体も多くございましたので、そういうところはしっ

かりそういうものをつくっていたんですけれども、当時、生涯学習が出たあたりぐらいから、こうい

った大きな生涯学習というくくりの中で社会教育の役割を見直すということになってくる中で、社会

教育推進計画ではなくて、生涯学習推進計画につくり変えていかなければいけないということで、各

自治体で大分前から生涯学習推進計画というのをつくる自治体が多くなってまいりました。 

 国立市も行く行くはそういうものをつくってしっかり、学校教育の計画はあるのに、社会教育、あ

るいは生涯学習計画がないというのはどうなのかという中で、随分以前から生涯学習計画をつくろう

ということが事務局内部でも話されてきました。そうした中でひとまず、いきなりそれをつくってい

くということが時期尚早かもしれないということで、それは社会教育委員の会に諮って、どうしてい

くべきかを決めていこうじゃないかということで、さまざまな諮問を行ってまいりました。一番最初

に行ったのが、新たに生涯学習が学校教育との連携を図れということになったので、１つとして、社

会教育が学校教育とどのような連携支援が行えるかということ、次に、実は法律の中では家庭教育に

ついてもしっかり社会教育が中核となって生涯学習の一環として支援をするようにというのがあるも

のですから、その次には、家庭教育について社会教育がどういう役割を持つのかということを諮問し

て答申をいただきました。 

 最後に、そうしたものを含めた中で、総体的な社会教育が生涯学習全般にわたる役割を行っていく

上でどうしたらいいかという中で社会教育委員の会からこういったことを柱に生涯学習計画をつくっ

たほうがいいですよという答申をいただきまして、その答申を受けて、今回ここで生涯学習計画を作

成するに至ったという流れがございます。そうした流れの中でつくったものでございまして、法には、

ちょっと法の具体的なもちろん努力義務とかそういうのはないんですけれども、全体的な社会教育あ

るいは生涯学習を通じたまちづくりというものも大きな視点としてしっかり押さえておかなければい

けないし、これは横断的に、学校教育とか、そういうものだけではなく、福祉、産業、労働、さまざ

まな分野に関係してくる内容でもありますので、そこはしっかり計画として持って、庁内で横断的に

これを進めていかなければいけないという視点からこれを行っているということでございます。 

○【宮崎教育次長】 今、教育長が御答弁申し上げたような流れにつきましては、教育委員会では、

10年越しで社会教育委員の会にいろいろ検討をお願いしながら進めてきました。この計画書の４ペー

ジに第18期から第21期まで御検討、御答申いただいた内容の表題だけ載っておりますので、こういっ

たことを積み上げながら、今回この生涯学習計画をまとめ上げましょうというところに至ったところ

でございまして、突発的に出てきたということではなくて、ずっと課題として検討し続けてきたもの
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が、ここでやっとまとめ上げられる状況になったというところでございます。 

○【重松朋宏委員】 ４ページの第18期以降の社会教育委員の会の答申、これは社会教育委員の会の

中で自発的にこのテーマでというのではなく、むしろ教育委員会のほうでこの中身で諮問というのが

あったんですよね。 

○【宮崎教育次長】 社会教育委員の会にいかなる諮問をするかについては、事務局でさまざま検討

する中で、教育委員会に諮って決定しておりますので、そのようなことでございます。 

○【重松朋宏委員】 それで、私、最初、計画ありき、計画をつくるということが先立っていないか

というような感想を申し上げました。生涯学習は概念が出てきたのは80年代、国立市の教育委員会の

中でも80年代ですし、それももともとはユネスコで出てきたのは、生涯学習ではなくて生涯教育です

よね。どうも生涯教育と生涯学習、一緒のように考えてしまうんですけれども、実は違う、別物だと

いうことらしいんです、教育と学ぶことというのは。文化も学びも、２ページのところに「生涯学習

とはこうあるべき等の決まりはある筈もありません」、自主的なものだと。役所が音頭を取ってこれ

のために学ぶんですよとおろしていくようなものではない。けれども、計画はどっちかというと行政

のほうが音頭を取ってつくっていってしまうというところに何となく違和感があるんです。これは何

で学ぶのかということを、目的を明確にするようなものではないのではないか。その矛盾というか、

学びというものが持つ本質的なものがむしろ浮き彫りにされているのではないかなと思います。その

違和感みたいなのを大切に持っておいてほしいなと。 

 学校教育とか幼児教育も、学習指導要領とか教育基本法で何のためにやりますと文言としてあるん

ですけれども、本来は、人がなぜ学ぶのかというのは、地域包括ケアが一人一人のクオリティー・オ

ブ・ライフ、生活の質のためにどう生きていくのか、どう死んでいくのか、どう暮らしていくのかと

いうものを実現する、目的ではなくて営みそのものだというのと同じように、学びというのは何らか

の目的があって、計画をつくって何かをしていく。ＰＤＣＡサイクルを回していくというようなもの

と違う本質があるんだということを常に念頭に置いて私も考えていきたいと思いますし、国立市の教

育委員会としても、このパブリックコメントで出てきた、いろいろ厳しい意見、こういうのが出てく

ることこそが、国立の教育で文教都市なんだなと思います。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 意見と、先ほどちょっと私もやじりましたけど、目的って、これを見て思った

のは、福祉とか、そういったこととの連携というのが必要じゃないかなと思います。教育委員会のほ

うでやられているので、なかなか文章にはしづらいのかもしれませんけれども、私は、最初に生涯学

習と考えると、地域のコミュニティーに参加するとか、そういうイメージなんです。なので、そうい

った観点をぜひ入れ込んでいただきたいと思います。 

 去年、北秋田市でＧちゃんサミットというのをやったんです。お年寄りの方が自分たちのやってい

ることを発表する。国立市の方も呼ばれて発表して、あと本の読み聞かせのことで東京都の練馬の方

が発表されたんですけれども、その方がおっしゃっていたのは、私はサラリーマンを六十何歳までや

っていて、その後一旦家に引きこもりました。そのままの人生というのがあったんですけれども、

何々さんが引っ張り出してくれて、絵本の読み聞かせに招待してくれた。そのことによって私の人生

が広がりましたという話があって、その方はすごい生き生きと本の読み聞かせをやっていらっしゃっ

た。その方は、そういうふうに引っ張り出すような仕組みがないと私は出てこられなかった。端的に

言うと、そういう言い方をされていました。そういうことをしっかりとしなければいけないんだなと

思いました。それが、実は生涯学習の基本計画なのかなと私は思っていました。なので、そういうよ
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うな観点も、いろいろな観点があると思いますけれども、１つの観点として、人生100年の時代で、

これからサラリーマンの定年退職が70歳まで延びたとしても、あと30年あるわけです。その中で80歳、

90歳になってから覚えられるものがあってもいいと思うんです。その中で生きがいが見つかるとか、

それで健康寿命が延びるということは、お金の話になれば、財政的にもよくなるわけです。元気なお

年寄りがふえるわけですから、いいことだと思います。それが生涯学習の計画に非常にマッチングす

ると思って、いい計画だなと思って、ぜひ一生懸命進めてもらいたいと思います。中途半端にしない

で、ぜひ進め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。 

○【中川喜美代委員】 意見を申し上げたいと思います。今、遠藤委員が言われたのと同じことかな

と思いますけれども、先日、市民の方から、定年退職して、国立市のシニアカレッジをまず受けまし

た。とてもよかった。そしてそのときの仲間を募って、今度公民館で１年間、今学習が終わったとい

う話を聞いて、また、その仲間でいろいろなことをやるというふうに言われていました。確かに生涯

学習は個人個人でいろいろあると思いますけれども、私は生涯勉強していくものだろうという、自分

を高めるためには必要だと思っています。 

 今回、社会教育委員の会で、ここの４ページにもあります。今、次長が言われましたけれども、10

年近くかけてこれを策定したという、私はとても中身もすばらしいと思っています。いろいろ考え方

があって、いろいろな市民の方がおられますけれども、これを自発的に主体的にという言葉を言われ

たけれども、学べるメニューを、いろいろなメニューを、行政としてこうやって提供してもらえると

いうことは、私は本当に国立市のいいところだなと思っています。 

 20ページから各種団体との連携・協働ということで担当課がやっている事業がいろいろありますけ

れども、ぜひこれを充実させていただくとともに、ここにかかわっていない課もここに加われるよう

に、これから発展させていっていただきたいな。私は、これはとてもすばらしい推進計画というふう

に評価いたします。 

○【稗田美菜子委員】 私も意見だけ言わせていただきます。第21期国立市社会教育委員の会の中の

平成29年４月の答申の中で、この中で初めてＳＤＧｓという言葉が出てきているんです。国立市のホ

ームページの中でＳＤＧｓ、検索ひっかけると、この１件しかないんです。ほかのところに１個も出

てきていない。１文字も、残念なことに。ただ、その答申の中に、その視点を忘れずに、たしか学習

機会の充実の中で述べられていたと思います。１人も取り残しがないようにというＳＤＧｓの考え方

をぜひ入れ込むべきだと答申の中に書いてあるにもかかわらず、この中に入っていないのがちょっと

残念だったなと思うことと、ソーシャルインクルージョン、これだけ国立市で言っているのにどこに

も書いてなかったなという、もしかしたら私が見落とているだけかもしれません。一応隅から隅まで

全部読ませていただきましたが、それはちょっと残念だったなというのがあるので、中身は酌んでい

ると思います。あらゆる世代とか、子供からお年寄りまでとかいろいろと、読み込めば、そういうこ

とを言っているんだろうなと思いつつも、この分野だからこそキーワードとして入れていただけたら

よかったというのを要望させていただきますが、何かあれば。 

○【宮崎教育次長】 おっしゃるとおり、ＳＤＧｓの中で生涯学習の機会を促進するというようなこ

とがテーマとして挙げられております。今、言っていただいたとおり、例えば高齢者の学習機会です

とか、しょうがいのある方の生涯を通じた多様な学習、こういったものの機会をしっかりつくってい

くことが必要だと課題として挙げて、今後やっていくこととして盛り込んでいますので、その中でそ

ういった具体的なワードを入れ込めるかどうかは、改めて検討させていただきたいと思います。これ
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まで、実はＳＤＧｓの視点でというところでこの計画をずっと積み上げてきていなかったので、現在

こういう形になってきていますけれども、ここのところ、かなりＳＤＧｓが注目されている中で、で

きることなら何らかの形に落とし込みたいとは思っているところでございます。 

○【稗田美菜子委員】 ありがとうございます。でも、社会教育委員の会の答申の中で明確に述べら

れているんですね。何度も言うんですけど、国立市のホームページでＳＤＧｓがひっかかるのはこの

１件しかないんです。唯一出てきているところですので、ぜひ大事にしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○【藤田貴裕委員】 私もいっぱい質疑したかったのですけれども、意見だけ言って終わらせていた

だこうと思います。 

 16ページの社会教育委員の会の答申がありますけれども、「生涯学習課のみならず市の各部署の連

携及び市民と行政が連携・協働し市民の学習への参加や地域全体の課題解決へとつながる計画づくり

が必要となる」というところが、本当にそうなんだなと私は思っていますので、これがなかったら、

別にこんな計画をつくらなくてもいいですよね。もう十分国立市はやっているし、あるいはやってい

る計画だけを書いてもしようがありませんので、今後そういう視点でやるのだったら、こういうもの

をつくる価値があるのかなと思います。 

 また、どうせやるのだったら、意図とか、意義とか、意気込みとか、そういうのは確実に必要だと

思うんです。生涯学習やってお金がかからない政策は多分ないと思います。さっき委員の中からも発

言が出ていましたけれども、準備するものぐらいはやはり準備したほうがいいと思います。あるいは

生涯学習やっていくというときに、例えば駅前の図書館があったらいいなというのは誰だって思うの

にどういうふうになったかとか、そういうふうに考えると、本当に生涯学習をやっていこうという気

概が私はまだ見えませんので、ぜひこういうのを前面に出していただくと。 

 あるいは議会で何かと今回議題にもかかわっているのかな、予算にはかかわっていましたけれども、

高齢者の皆さんがひきこもりなく、あるいは文化芸術活動をやって旅行へ行ったら5,000円が減らさ

れちゃう。こういうのも市の部署全体にかかわる問題ですから、国立市だけでお金かからずやってく

ださいというのは、うーんそうかなという気がします。確かにこれからカジノへ行って泊まったから

5,000円とか、そういう話にはさすがにならないと思います。だけど、一般の高齢者の皆さんはどう

いうような宿泊の仕方をやっているのかと思うと、十分生涯学習に資するようなことをやっていただ

いていると思いますので、全庁的に、生涯学習課のみならず、この視点を持ってびしっとやっていた

だきたいと言って終わります。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ報告事項(4)国立市生涯学習振興・推進計画（案）についてを終わります。 

 以上で本日の案件は全て終了いたしました。 

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

○【髙柳貴美代委員長】 これをもって、総務文教委員会を散会といたします。 

午後５時１４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１３日 

 

 

 

    総 務 文 教 委 員 長       髙 柳 貴 美 代 
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