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午前 ９時３０分 開議 

○議長（関田正民君） ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 一般質問 

○議長（関田正民君） 日程第１ 一般質問を行います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 東 口 正 美 君 

○議長（関田正民君） 昨日に引き続き、18番、東口正美議員の一般質問を行います。 

○１８番（東口正美君） おはようございます。それでは、昨日に引き続き再質問を行わせていただきます。 

  大きな３番のデジタルデバイド（情報格差）解消の取組についてというところの再質に入らせていただきま

す。 

  まず市長答弁では、市民の皆様のこの情報格差に対する市の認識ということで、パソコンやスマートフォン

等の機器に不慣れな方がいることを考慮して、このデジタルデバイド対策を検討する必要があると考えている

という御答弁でした。そしてスマホ未利用者につきましては、東大和市としましては令和３年度、公民館が先

駆的な取組を行っていただき、大変に好評だったということで、引き続き同様の事業を上北台公民館において

行っていただくというふうに確認をさせていただきました。 

  続きまして、参考となる他市の事例ということで、国分寺市、多摩市の例を挙げておりますが、この２市で

は具体的にどのような内容で取り組まれたのか教えてください。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 多摩市、あと取組等についてでございますが、東京都のほうで実施を

しておりますデジタル関連施策でございます、高齢者向けスマートフォン普及啓発事業等を活用して実施をし

てるところでございます。主な事業といたしましては、スマートフォンの体験会及びスマートフォンの相談会

の２事業でございます。どちらも対象は60歳以上の都民の方で、持ち物等は特になく無料で実施をしていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。これは東京都の補助金を使ってということで、確認をさせて

いただきました。また私が調べたところでは、千葉市では国の予算を使って、昨年、48回のデジタルデバイド

解消の取組を行っているということなんですけども、この件についてもお分かりであれば教えてください。 

○デジタル推進担当課長（藤本貴史君） 千葉市で開催されましたスマートフォンの講習会でございますが、こ

ちらは国のデジタル活用推進事業の地域連携型として実施されたものでございます。この地域連携型のスマー

トフォン教室は、事業者が地方自治体と協力して高齢者のデジタル支援を支援する講習会を実施した場合に、

国が事業者に対して補助金を交付するものでございます。千葉市におきましては、実施主体となりました事業

者からの提案に基づいて、講習会を開催したというふうに確認をしております。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） このように国や都も、このデジタルデバイド解消に向けて予算をつけているわけです

けれども、これらの予算について東大和市として取組について検討したのか、今後どのようにしていくのか、

お考えを伺いたいと思います。 

○デジタル推進担当課長（藤本貴史君） 国の事業、それから東京都の事業、それぞれスマートフォンの体験会、
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予定されてるわけでございますが、基本的にどちらの事業も、公共施設等の提供のする場合の負担はございま

すが、市の直接的な財政負担はないというふうに考えてございます。このようなことから市のほうにおきまし

ては、特に東京都の事業につきましては市からの申請というか、申出に基づいて実施するものでございますの

で、こちらの活用を今検討してるというところでございます。 

  以上です。 

○１８番（東口正美君） 確認なんですけれども、公民館でやった事業はこちらの補助金を使って行われたので

しょうか。 

○中央公民館長（伊藤 智君） 今年の２月に開催しました上北台の公民館のスマートフォンの講座でございま

すが、こちらのほうは公民館の主催事業ということで、東京都の事業ではございません。 

  以上です。 

○１８番（東口正美君） そうしますと、やはりデジタル担当のほうが、このような補助金を使っても今後検討

していただきたいというふうに思っております。今御紹介いただきました他市におきましては、行政のデジタ

ル化を進める一方で、デジタルに不慣れな人への取組も既に行われているということで、当市も遅れをとらな

いようにお願いしたいと思っております。 

  そのような中で、③番に行かせていただきます。 

  東大和市でも、この行政のデジタル化を進めながら取り組んだ事業があります。このＰａｙＰａｙ30％のポ

イントバック事業というのは、初日にも補正のところで取り上げさせていただきましたけれども、非常に反響

の大きな事業だということでございますが、この市長答弁でも、ふだん電子マネー等を使われてない家庭へ、

この解消づくり、こういう操作が分かりにくい方のことを捉えて、機会づくりに励んでいくということでござ

いましたけれども、１回目から７回目まで行われましたＰａｙＰａｙ30％のポイントバック事業につきまして、

この不慣れな方たちにどのような手だてを講じてきたのか教えてください。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） ＰａｙＰａｙの使い方などにつきましては、東大和市商工会においてキャッ

シュレス決済による消費活性化事業、ＰａｙＰａｙキャンペーンを多くの市民や消費者の方に利用していただ

くために、電話や窓口などで操作方法などの相談については、商工会の職員が対応いたしました。令和４年４

月にＰａｙＰａｙキャンペーンの期間中は、商工会に相談窓口を開設し対応いたしました。４月の相談実績に

つきましては17件、主な問合せ内容は、操作方法、ＰａｙＰａｙキャンペーンについてでありました。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 17件ということで、少しでも増えていけばいいなと思っております。このＰａｙＰａ

ｙの事業が７回に及んだことで、対象店舗のほうは増えていきましたけれども、ちょっと仕組みとして、来て

くださるお客様は市内の方、市外の方、どなたでもという形でございますので、おおむね市内の人が何人ぐら

い、このＰａｙＰａｙキャンペーンを使われているのかというのは、市のほうで把握されておりますでしょう

か。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 人数等の具体的な数字については、申し訳ありませんが、扱っておりませんが、

ただ４月につきましては、全国を見ても、東大和市をはじめ、数自治体の実施でございましたので、市内の消

費者の方、または市外から東大和市を訪れる消費者の方がたくさんいたというふうに伺っております。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） もう１点、確認させてください。この１回目から７回目までのＰａｙＰａｙのポイン
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トバックをフル活用された方は、お幾らぐらいのお得があったのかというのを教えてください。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） ＰａｙＰａｙ30％ポイントバック、令和２年９月の第１弾から始めまして、令

和４年４月の第７弾までの最大ポイントの獲得についてでありますが、７回実施の付与上限額を利用された消

費者に対しましては、合計で７万1,000円分のポイントが付与なされたことになっております。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。状況が分かりました。 

  続きまして、このマイナンバーカードの取得後のマイナポイントの付与についてでございますが、この１階

のロビーに専用ブースはいつから設けられたのか、その設けられる前の方たちで、このポイントをもらえてな

い方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、この発行されてるマイナンバーカードに対して、どれぐら

いの方がマイナポイントを、5,000円分を獲得されているのかというのは、市のほうで把握されているんで

しょうか。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） マイナポイントの人数ですが、マイナポイントはマイナンバーカードに格

納していますマイキーＩＤと言われる番号・記号と、電子マネーをひもづけてポイントを得ることができるの

ですが、このマイキーＩＤは、いわゆる住所情報を保有していないため、自治体ごとの申込情報は分からない

仕組みになっています。したがいまして市民の方のどれぐらいの方が、マイナポイントを得たかについては把

握できないものでございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） あと、もう一つ伺いたいのは、専用ブースを設けて、そこできちんとスマートフォン

とひもづけたり、それ以外のキャッシュレス決済ができるものと、ひもづけたりすることができるようになっ

てると思うんですけれども、その専用ブースを設けたとしても、そのひもづけがうまくいかないような事例と

いうのは、具体的にどのようなことがあるのでしょうか。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） いわゆるひもづける電子マネーや、ＱＲコードの決済によりましては、事

前準備が必要であったり、設定方法が複雑なものがございます。これにより、分かりにくいとの御意見をいた

だくことがあります。市としましては、特定の決済サービスや電子マネーを勧めるわけにもいきませんので、

どうしても設定がうまくいかない場合は、マイナポイントのコールセンターを案内する場合もございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ちなみに、そういうもう少し具体的にイメージが湧くことを教えてもらいたいんです

けれども、例えばスマホを御利用でない方で、一番簡単にそのマイナポイントがいただける方法というのは、

具体的にはどのようなことがあるのでしょうか。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） スマートフォンを持っていらっしゃらない方の、まずポイントの獲得方法

でありますが、パソコンから申し込む方法と、それからマイナポイント手続スポットと言われる郵便局、スー

パーとか、そういうとこにあるＡＴＭなんかも申し込む方法がございます。またパソコンをお持ちでない方は、

市役所１階のロビーで、設定支援のためのパソコンもございますので、市役所にお越しいただきますと設定支

援をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 今、私も不慣れな部類でございますので、今の御説明だと、じゃスマホ以外を持って

ない人で、パソコンも持ってない人はいただけないのかなというイメージになっちゃうんですけれども、私の
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理解だと、例えばペットボトルの回収で皆さんおなじみのnanacoカードとかだと、マイナポイントがつくと思

うんですけれども、それだって、それを例えば、スマホは持ってないけど、マイナンバーカードとnanacoカー

ドがあれば、東大和市の市役所に来たら、それはポイントがもらえるんでしょうか。もらえるというか、設定

ができるんでしょうか。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） 少し繰り返しになりますけども、パソコンをお持ちでない方については、

市役所の１階ロビーで設定支援のパソコンがございます。そのために、マイナンバーカードと、ひもづけたい

電子マネー、それからＱＲコード決済をお持ちいただけますと、その設定支援をしておりますので、そこで設

定支援までのポイントを得る方法ができると思います。 

  以上であります。 

○１８番（東口正美君） すみません。あともう一つ、私もちょっと勘違いをしてたんですけれども、この初回

のマイナンバーカードとキャッシュレス決済のひもづけでは5,000ポイントがもらえるというふうに思ってて、

最初から２万円分をチャージしないと5,000ポイントもらえないと思っていたんですけど、多分これ違うと思

うんですけど、その最初の２万円が高いよというお声もいただいていて、こういうことであればどういう説明

になるのか教えてください。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） このマイナポイントを得るための仕組みでございますが、最初の5,000ポ

イントは、いわゆるマイナンバーコードとＱＲ電子マネー、ＱＲコードをひもづけた後、２万円のチャージ、

またはお買物をしていただくと後から5,000ポイントつくというものでございます。したがいまして、そのと

ころの御理解をなかなかしていただかない、お分かりになっていらっしゃらない市民の方もいらっしゃいます

ので、その辺のＰＲを、説明を、問い合わせあった際に、私どものほうで丁寧に説明してる状況でございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。この後、保険証のひもづけ等もありますので、ますます窓口、

忙しくなるかなと思います。今回、この解消に向けてという今後の取組ということで伺ってまいりますけれど

も、私が今回これを質問したいと思った幾つかの動機がありまして、１つは今のキャッシュレス、ＰａｙＰａ

ｙ30％も、マイナンバーカードのマイナポイントも、消費活性化事業だということを理解をしています。です

ので、ＰａｙＰａｙのほうは特に、１回目、２回目につきましては、使ってない人もいるじゃないかっていう

市民の方のお声もあったんですけれども、これあくまでも商店街等の消費を活性化していくっていう事業なの

で、市民だけじゃなくて、そういう趣旨の事業ですって説明をしてきましたけれども、実際７回目までなって、

使っている方と使ってない方が、７万1,000円分のこのお得がないということが、どんどんこの差が広がって

いってしまうということが、１つ大きく今回、取り上げなければならないなと思った１つでございます。 

  今、様々な形で生活が困窮されている方たちで、非課税世帯ではないけれども、様々なものが値上げになっ

ていてという方にＰａｙＰａｙ30％、じゃお米、灯油って話をしますけれども、実は使えてない。スマホを

持ってるんですけど使えてなかったりします。マイナポイントも、高齢者の方で、スマホを持っていて、カー

ドも持っているんですけど、ポイントがついてない。何でだろうと思ったら、らくらくホンには読み取り機能

がないんですね。なので、このちょっとの掛け違えで使えないということが、こんなにも差が広がっている。

この７回のポイントバックのことだけでも、７万1,000円、違っちゃっているんだということを、ここ行政の

デジタル化を進める側が分かってかなきゃいけないなというふうにも思いました。 

  一方、高齢者の方でも、そばにちょっと助けてくれる方がいるとうまく使えてたりするんですね。やはりこ
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のちょっとした後押し、支援が大きく進んでいくポイントかなというふうに思っています。私たちも、この２

年間のコロナの中で、なかなかお会いできない中で、いろんなものを駆使しながら、例えばＬＩＮＥのビデオ

通話やＺｏｏｍなどを使って、何とかつながっていこうというような形でミーティングを開いてましたけれど

も、当初はミュートが分からない方たちがたくさんいらして、もう会議になかなかならないという中で、画面

越しに幾らミュート、そこだよとか、ああだよとか言ってもできなかったお宅で私が体験したのは、「ピンポ

ン」ってその家から聞こえるんですね。見かねた近所の方が教えに行って、ここだよって言えば解消するとい

う、そういう小さな、このデジタルの不慣れな部分が、持ってないとかいう方じゃなくて、持ってても不慣れ

なことによって、つまずきがあって先に進めないということがあるということを感じて、やはり国や東京都が

いろいろ考えても、市民と直接触れ合ってるのは基礎自治体である東大和市なので、この辺を優しい気持ちで

取り組めるような形で、情報格差をなくす方法を公民館のように考えてもらいたいなというふうに思っており

ます。 

  ソーシャルディスタンスということを言われてきましたけれども、この感染症防止のためには、実はフィジ

カルなディスタンスが必要なのであって、決してソーシャルに距離を置くということが求められたわけではな

いということを、私たちは２年間、学んだと思うんです。介護施設でも、今リモートでお会いできるように

なったりということもあります。また、この後はオンライン診療なども進んでいくと思います。今デジタルに

不慣れな高齢者の人のほうが、デジタルの大きな恩恵を受ける可能性があると思いますと、人任せにしとい

ちゃ駄目だなというふうにすごく思っておりますので、今後の東大和市の取組について、一言どのように取り

組んでいくお気持ちでいるのか、お聞かせいただければと思います。 

○総務部長（矢吹勇一君） 今後、デジタル化の進展というのがますます進んでいくものと考えております。そ

の際に、全ての市民がデジタル化の利便性を実感できるようにするという必要があると認識しております。市

としましては、国や都の制度で活用が可能なものにつきましては積極的に検討し、また様々な取組で有効なも

のがないかということをしっかり研究して、今後、市民のデジタルディバイドの解消に向けた取組を進めてま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

○１８番（東口正美君） １人できるようになると、こうだよ、ああだよって、こう伝わっていくと思うんです

よね。なので、この辺もどういう調査が必要なのか分かりませんけれども、何人使ってるか分からない、何人

もらってるか分からないって、サービスを提供しておきながら、そういうことを今後ずっと続けていくわけに

はいかないだろうなと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  以上で、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、東口正美議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 中 野 志乃夫 君 

○議長（関田正民君） 次に、22番、中野志乃夫議員を指名いたします。 

〔２２番 中野志乃夫君 登壇〕 

○２２番（中野志乃夫君） やまとみどりの中野志乃夫です。一般質問を行わせていただきます。 

  まず１番目に、公共施設等総合管理計画についてということで、①手狭となっている社会福祉協議会を建て

替え、子ども家庭支援センターと併設するべきではないかということであります。 
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  ２点目は、休日急患診療所は利便性の悪い場所のままでよいのか。これはちょっと私の見解ですけども、他

施設との併設も含め検討されているのかという点について伺いたいと思っております。 

  ２番目として、広報掲示板についてであります。 

  ①以前より少なく目立たず、探すのも困難な場所もあるということで、もう少し目立つ場所へ移設や新設な

ど、市民や土地所有者に協力を求めることが可能ではないか。その点について、伺わせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

〔２２番 中野志乃夫君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 皆さん、おはようございます。 

  初めに、東大和市社会福祉協議会の建物の建て替え等についてでありますが、東大和市公共施設再編計画に

おきましては、行政サービスの拠点や災害対策本部を設置する市役所庁舎敷地を中央区域とし、周辺の行政機

能を統合することを検討するとしております。その上で、社会福祉協議会が使用している建物につきましては、

行政系の施設として、将来、子ども家庭支援センター等の他の公共施設との統合を含め、建て替えの検討が必

要になると認識をしております。 

  次に、休日急患診療所と他施設との併設についてでありますが、休日急患診療所につきましては、昭和54年

度に立野地区に移転した後、平成14年度に区画整理事業により、現在の場所に再築しております。当該診療所

につきましては、将来、社会福祉協議会や子ども家庭支援センターと同様に、他の公共施設との複合化を含め

て、市役所庁舎敷地への集約の検討が必要になると認識をしております。 

  次に、広報掲示板の移設や新設についてでありますが、広報掲示板につきましては、その多くを昭和30年代

から40年代にかけて設置し、地域における情報交換手段として、長い期間、市民の皆様に御活用いただいてお

ります。こうした状況の中、現在、設置場所に関しましては、当該地域にお住まいの市民の皆様に広く認識さ

れているものと思われますことから、現時点において移設することは考えておりません。また情報伝達手段が

多様化している状況を踏まえ、費用対効果を勘案した中では、広報掲示板を新設する考えはございません。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○２２番（中野志乃夫君） それでは、再質問させていただきます。 

  まず公共施設等、とりわけ社会福祉協議会に関してですけれども、まず今、市長の答弁では、いろいろ検討

は必要だと考えてるということでありますけれども、具体的にどういう検討というか、されてるのか、またそ

ういう計画があるのか、その点をまずお聞かせください。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 社会福祉協議会の建物についてでありますが、まず今後、将来

に向けましては市役所の建て替え等と併せまして、統合等について具体的な検討を行ってまいりたいと考えて

おります。また公共施設再編計画の中では、その検討の時期等につきましては、令和17年度ないし令和23年度

の期間で検討、また一定の工事の着手などを見込んでいるところでございます。 

  以上であります。 

○２２番（中野志乃夫君） いろいろ公共施設の再編計画で、いろいろ具体的な大体予定といいますかね、そう

いうぐらいになるということは、考えてるということはちょっとお聞きしましたけれども、まず私がちょっと

今回、社協のことを取り上げるというのは、やはり現在の市の行政運営において、社会福祉協議会そのものは
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直接、市の直営ではないとはいえ、ほとんど市が資金的な面といいますか、実際担って、実際福祉関係の行政

のある面、大事な役割を担ってると。さらに様々なですね、いろいろ役割も本当に増えてきて、また期待も多

いんではないかと思ってます。現状でも手狭になっている。建物自身もああいう形ですから、いろいろ本当に

苦労して、いろいろ考えながら使っているようですけども、やはりもう少し早めに、いろいろその辺の再編計

画をしたらどうかなと思ってます。 

  その意味で、まず市として社会福祉協議会に対して、どのような内容で、いろいろ今後、再編していくとい

いますかね、いろいろ役割を担ってもらう、その辺のことについては、いろいろ検討されてるのかを、まずお

聞きしたいと思います。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 社会福祉協議会の建物についてでありますが、これまでも社会

福祉協議会の建物につきましては、現状、中央地区福祉集会所という市の行政財産の建物として管理をし、そ

れを使用許可という形で御利用いただいている状況でございます。これまでの社会福祉協議会の建物は、３期

に分けまして、随時、建物等を増築してきた経緯がございます。今後も状況に応じました、適切な対応等を

図ってまいりたいと考えております。短期的には、必要な修繕等が発生した場合には、そのような対応等を行

うことにより、適切な対応を市として心がけてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○２２番（中野志乃夫君） まず基本的なことですけども、具体的に社協のほうからは、こうしてほしいとか、

こういうところはどうとかという、こういう要望というのはもう出されていてということなんでしょうか。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 具体的に社会福祉協議会より、要望等を受けたことはございま

せん。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 分かりました。 

  たまたま私のほうも、社協のいろいろ関わってる方たちからも、ちょっと何とかならないかって話は以前も

聞いたことがあって、具体的な要望というのが出てないというのはちょっと、私も、そういう場がないのかど

うか、そういう形で言うのが、ある面、市のなんて言ったら変ですけどね─ほうに遠慮してるのかよく分

かりませんけども、ただ実際として、あの場所が本当に、今の話だと増築、増築みたいな形でちょっと本当に

ね、無理な形でと言ったら変ですけども、使ってるし、やはりもう少し建て替え等も考えるべきではないかと。

とりわけ、建て替えるなら確かに、ほかの言ってみれば周辺に置かれてる施設と、やっぱり複合化して、その

内容を一緒にしたほうが、私も市民からしても利便性があって助かるし、そう思っているんですけども、先ほ

どの話ですと令和17年から23年という話で、随分先の話なんですけども、それはもう少しいろいろ早く検討す

るとか、財政上の問題があるからそうなるのかもしれませんけども、その辺はどうなんでしょうか。もう少し

いろいろ検討する余地はないのか、その辺はどうでしょう。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 市といたしまして、公共施設再編計画の中で、各施設について

の検討の時期については、お示しをさせていただいているところであります。現在、市といたしまして最優先

で進める施設といたしましては、やはり学校の老朽化対応、これを最優先で考えてまいりたいと考えておりま

す。その上で、市役所庁舎の敷地を活用した各種行政機能等の統合などの検討につきましては、学校の一連の

建て替えないしは長寿命化の改修工事などが終わった時期を見計らいまして、検討あるいは工事の着手等を想

定しているところでございます。 
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  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 当然ながら、計画をしながら、学校優先というのは本当に理解できるところですし、

またいろいろ学校そのものも、ある面いろいろほかの施設と多少ちょっと併合しながらっていいますかね、緊

急時の対応で使えるようなことをすべきだというのも私も分かります。ただ時期的にね、そこまで先になっ

ちゃうのかというのが、ちょっと私ももう少し検討してもいいんではないかと思うんですけども、市として社

協に対しての役割、今後さらにいろいろな役割を担ってもらうとか、そういった点ではどうお考えなんでしょ

うか。 

○地域福祉部長（吉沢寿子君） 今後の社会福祉協議会の役割ということで、現状につきましても、先ほど議員

からの御質問の中からお話もいただいておりますけれども、社会福祉協議会は、社会福祉法に明確に規定をさ

れている地域福祉の推進を図ることを目的としてる社会福祉法人ということで、一般の社会福祉法人よりも、

さらに地域全体の福祉の増進を目指すということで設置されている法人でございますので、市といたしまして

はこれまでも様々な委託や補助等で、社会福祉協議会のほうに様々な福祉の事業を行っていただいているとい

うことでございます。 

  今後につきましても、さらに国のほうからいろいろ示されており、地域福祉のさらなる推進ということで地

域共生社会を目指した地域の福祉の増進を図るというようなことを踏まえますと、やはりさらなる社会福祉協

議会の組織を含めた体制を整備していくことは、必要ではなかろうかということで考えております。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 確かに国の政策も、地域にきめ細やかなと言いますかね、そういった福祉の推進の

ようなことを、最近、新聞報道でもよく出ております。つまりそういったときに、現在、市の直接、行政とし

てやれる範囲とすれば、どうしても人件費のことを考えると、やはり社協のようなところに、やっぱり委託せ

ざるを得ないし、その辺の期待といいますかね、それは大変より多くなってきてると思ってます。ですので、

今後の国の政策なんかも見極めながら、よりやはり社協に対して当然連携しなくちゃいけないし、そのための

やっぱり拠点としての建物についても、いろいろ検討してほしいと思います。 

  併せて休日急患の場所についてですけども、これに関してはやはり私からすれば、ちょっと市役所から離れ

てるし、ちょっと利便性はあまりよくないと思ってるんですけど、特にこちらに関してはあれなんですかね、

医師会なり、実際使われてる皆さんのほうから、特に要望とかそういったことはないんでしょうか。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 休日急患診療所の立地の場所等につきましての御要望でござい

ますが、これにつきましても、私どもで要望等、受けたことはございません。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） これは私のほうから、やっぱり市民の方から、本当にいざ、緊急で診てもらいたい

とかいうときに、ちょっと場所が分かりづらいと。市役所だと思って探して、いろいろ、ようやく見つけたと

か、いろいろ苦労されてる話は聞いております。その辺で、私はもう少し、それこそ市のほうの市役所のより

近いところに持ってきて一緒に診れるような、それこそほかの施設と併設して、複合化してやるべきではない

かと思ってるんですが、この休日急患診療所に関しては、そうするとずっとそのままのあの場所でという考え

で、市のほうは考えているのか、その辺はどうなんでしょう。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 休日急患診療所の場所でございますが、こちらも公共施設再編

計画の中におきましては、令和17年度から令和23年度の間におきまして、市役所庁舎敷地等を活用いたしまし
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た行政機能の統合等に合わせて、移設、建て替え等の検討を行う時期として捉えているところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） その辺、令和17年、それから23年、そこも少し幅がありますけども、その中でいろ

いろ、全体的には学校を優先しながらでしょうけども、その後からそういう地域ごとにですか、市の再編計画

の中で検討してるということですけども、この中で優先度合いとか、各やる内容というのは、もう少し具体化

はされてないんでしょうか。やっぱり全体的にまだこれから考えるという内容の範疇なのか、その点はどうで

しょう。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 市役所庁舎敷地の施設の統合等の優先等の状況でございますが、

市役所を中心とし、その周辺におります休日急患診療所、あるいは先ほど話題となっておりました社会福祉協

議会等を含め、それぞれ周辺の施設を統合してまいりたいと考えることとなろうかと思いますが、現時点では

まだ具体的にその優先度の状況、あるいは着手の順番については検討はいたしておりません。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 分かりました。いずれにしても、これからその辺の何ていうんですか、計画という

かは、検討していくということですが、庁舎そのものの再編計画ですか、そこの中では、ちょっとすみません、

私も確認してなかったんですけども、庁舎そのものの、いろいろ、その時期に多少修繕といいますか、大規模

な改修なりも計画してるという認識なのか、ちょっとそこは確認させてください。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 庁舎の検討でございますが、公共施設再編計画の中におきまし

て、市役所の庁舎につきましても、令和17年度から令和23年度におきまして、建て替え等についての検討等を

行うものと設定をさせていただいております。ですので、庁舎の建て替え等と併せました周辺施設の統合等に

ついて、検討を行っていくことを想定しているものでございます。 

  この件については以上でございますが、恐縮ですが、１点、訂正をさせていただきたいことがございます。

先ほど社会福祉協議会の建物、建て替え等についての要望を、市のほうで受けていなかったかという御質疑に

対しまして、私からは、私のほうでは受けたことがないという答弁をさせていただきましたが、当時の所管部

におきましては、社会福祉協議会より御要望を頂いていたという御答弁をさせていただいた議会がございます

ので、その点、修正をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。失礼いたしました。 

○２２番（中野志乃夫君） 分かりました。確かにちょっと私もね、何かそういう要望してるんだけどみたいな

話を聞いたことがあったので、あれ言ってないのかなと思ったんですけど、分かりました。一応要望ね、そう

いう社協からも話があったということですよね。 

  最後に、１点だけ確認させていただきたいんですけども、この庁舎そのものの建て替えですけども、この公

共施設、その計画の中で、言ってみれば、私はこの庁舎はまだまだ対応できるんだと思ってて、ちょっとした

いろいろ修繕程度の認識でいましたけど、本格的に建て替えるというぐらい、一度もう本当に壊して、また造

るぐらいの建て替えという認識なのか、どの程度の規模のことを想定してるのか教えてください。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 市役所の庁舎でございますが、令和14年度に新築から数えて築

50年を迎えることとなります。この間、様々な行政活動におきましては、必要な改修等を実施してまいりまし

た。また現在も空調設備につきましては、更新を行っているところでございますが、建物自体が大変古くなり

ますと、維持管理経費等を含めまして、総コストの部分で若干の財政上の負担等が増える見込みがあると考え

ております。ですので、将来の行政活動に適切に対応するためには、耐用年数を迎えた後となりますが、ある
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時期を見据えて建て替えを行うこと。建て替えにつきましては、周辺施設の統合等を行うことによって、行政

活動の最適な状況をつくり上げることが、よろしい方法ではないかと考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 分かりました。そうすると築50年をたつからもう、いわゆる本当に完全に一旦壊し

て、また新しいものをつくるという認識でいいんですね。それは大変な、お金もかかるし大変なことだと思う

し、これちょっと今回は別にあれですけど、付け加えておけば、今日の新聞にも、そろそろ大震災が近づいて

きてるんじゃないかと。今日の新聞報道によると、最短で８年後ぐらいですか──には東海、いわゆる南海も

含めて、３連チャンが起きて、富士山も噴火するだろうという、そういう学者の見解も出てました。 

  ですから、そういったことも踏まえてね、いろいろ確かにその頃には大変なことになりそうだし、建て替え

た直後に大震災が起きて、噴火が起きてとかですね、そうなっちゃうといろいろ大変だから、そういった情勢

も見極めながら検討したほうがいいのかなという、ちょっと印象を持ってます。これ余談ですけども、一応付

け加えておきます。 

  そしたら、次の広報掲示板についてですけども、昭和三、四十年代から設置したものであるし、そのもの自

体が言ってみれば伝達手段としては古いものという、ちょっと認識かと思うんですけども、私とすれば、やは

り市民の方はよく、多くの方、見てるんですよね。そこの情報を見て、いろいろこんなイベントがあるとか、

こういうものがやってるんだというのを見て、実際そこで問い合わせしたり、見学、そういう参加したりとか

いうことをやってて、私はいまだ大変重要な役割は担ってると思ってます。ですから、ちょっとそこら辺の見

方ですね、もう一度考えてもらいたいなと思うんですね。確かに今いろいろな手段でＳＮＳとか、そういう情

報の連絡のこともありますけども、実際に公民館とかいろいろな文化施設、いろいろ使ってる方も年配の方が

多いですし、やはりそういったものはまだまだ十分使い慣れない。使い切ってない方が多いですし、やっぱり

そのことを考えたら、もう一度、掲示板に関しては、役割を本当にちょっと再認識していただきたいと思いま

すけども、その点はどうなんでしょうか。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 広報掲示板の役割ということでございますけれども、広報掲示板ですね、先

ほど御指摘いただきましたように、御利用は一定程度、継続してある状況でございます。広報掲示板のいわゆ

るその設置され、利用された後の効果ということで、市民意識調査などで継続的に、状況をちょっと確認をさ

せていただいてることがございますので、参考にちょっと御紹介させていただきたいと思いますけれども、市

民意識調査で、直近、広報手段の部分での御質問で設けた、５年間ちょっと見てみますと、平成28年から令和

２年に市民意識調査をやって、その広報手段のことを聞いてるところがございますけれども、複数回答で市の

情報の入手先を聞かせていただいてる中で、設問数を設定する、選択肢を設定する条件がちょっとあったもの

ですから、直接広報掲示板ということを書かせてはいただいてないんですけれども、その他というものを選ん

で広報掲示板で見てますという、おっしゃっていただける方がいらっしゃるかどうかということで見てみます

と、５年間の中ではなかなか、それの選択をしていただいた方がいらっしゃらないような状況でございます。 

  先ほどお話ししました一定程度の利用ということで、利用される方はいらっしゃるんですが、一方で認識が

なかなか、ちょっと浸透してないというような状況も、あるのではないかなというふうに認識しております。

それはインターネット、広報等、いろいろ進んでいる状況もある中で、そういった状況になっているのかなと

いうふうに認識してございます。 

  以上でございます。 



－131－ 

○２２番（中野志乃夫君） ちょっとその内容の、私はちょっと設問の仕方に、ちょっとどうなのかなと思うん

ですけども、やはり広報掲示板そのものですね。例えば市の行事とか云々は、市報を見ると、確かにそのとお

りで、それを見るんですけども、当然市報で掲示される情報というのが大分前に、もう企画したものじゃない

と載せてもらえないですね。そうすると、緊急で何かこういう集会をやりたい、こういうイベントをやりたい

というのが、なかなか市報には載れない、載せてもらえないという現状から、まあ広報掲示板を使ってという

方が多いし、あと一般的には国とか東京都なりとか、定期的に常にそういうもので広報するようなところも

使ってますけども、やはりその緊急性とかいろいろな必要度ですね、その広報なんかに載せられない、いろい

ろあと当然新聞とかなんかでも載せられないようなものを催すときには、やっぱり多くの方が、やはり広報掲

示板を使ってるし、やっぱりその役割は大きいと思ってるんですよね。ですから、ちょっとアンケートでちゃ

んと広報掲示板という表現をした上で、必要性があるのかないかということで聞いてるのかどうか、その辺は

どうなんですか。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 先ほど御紹介させていただきました市民意識調査の件につきましては、その

広報掲示板に限ってお尋ねしたものではございませんで、市の情報をどういったところで入手してますかとい

うことでの御質問に対する回答でございますので、広報掲示板に限って、その効果ということを問うたもので

はございません。 

  以上でございます。 

○２２番（中野志乃夫君） 今の話でいうと、設問自身も市の情報ということであれば確かにね、広報掲示板か

ら市の情報をもらうという人はあんまりいない。逆に言うと、市報なり、ほかで議会報なり、公民館だよりな

り、市の情報はそこで得られてるわけですから、やはりちょっと違う形で、やはり市民の方は広報掲示板とい

うかな、掲示板を見てると思うんですよね。ですから、だからあんまり役割が云々じゃなくて、別の役割があ

るという、ちょっと認識していただきたいなという、私は個人的にはそう思ってます。 

  つまり、私はよく、掲示板よく使わせていただいて、回ってるんですけど、最近ちょっと貼り方も変わって、

Ａ４の大きさに統一されたということもあって、ちょっと私も戸惑ってますけども、ただ一方で、場所がです

ね、広報掲示板マップで見ても、これも本当にちょっとどこなんだろうと探しちゃう場所もありました。再編

していろいろね、必要でない場所とか、置かしてもらえない場所を削って、新しくなったところになるんです

けども、ある場所はもう本当に、何ていうかね、迷路のようというかね、宝探しするような言い方で、特定の

住所が出てるわけじゃなくて、バス停の南の十字路を西へとかですね、どこだろうと思うぐらいなね、書き方

をしてると、そういうところもあるんですね。 

  これは貼る側とすれば、本当にどこだろうと探しちゃうけど、地元の人もそこで定着してるところだからと

言うんですけども、私はちょっと当然、担当者、分かっていると思うんですが、その場所はね。すぐ近くにバ

イパスもできて、新しい道ができたところなんで、そこは本当に目立たないといいますか、掲示板の役割とし

てはどうなのかなと思うんですよね。ですからやはり先ほど掲示板を移すとか、変える必要はないという答え

ですけども、やはりそういった、ちょっとところは、より目立つところに、設置していただきたいんですけど

も、その辺はどうなんでしょう。 

○企画財政部長（神山 尚君） 市の広報掲示板、２種類ございまして、大きく分けるとですね、不特定の方、

向けの駅前なんかで見ていただくものと、地域の方に地域の情報等を御覧いただくような、そういう大きな２

種類あると思うんです。今御質問いただいているものは、その地域の皆様向けの掲示板だと思います。特に御



－132－ 

年配の方が多いと思うんですけど、もうそこの場所に、その掲示板があるというのを十分広まっておるという

ような過去の経緯からなんですね、そういう現状があると思います。いつもの掲示板、いつもの場所でという

お考えが根強くあるんじゃないかなと思っておりますので、今現在、使用できている掲示板を、それを除却し

て云々というのは今現在は考えておりませんので、もし更新とか、そういう話が出てきたときには、今議員さ

んおっしゃるようなことも頭に入れながら、取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） ちょっと、ここの迷路のようなって言ったら変ですけど、そこの場所ね。新しくバ

イパスがすぐ近くにできて、すぐ近くですよ。でもそこまで行くよりは、ちょっとバイパス沿いのやっぱり、

住宅の方に協力を求めるなりね、ちょっと移すだけでいいと思うんですよ。それで全然効果が違ってくると思

うし、すぐ近くでいいんですよ。少し変えたほうがいいんじゃないかという認識で、つまり地域の方はそこ

でって言ってますけども、いやもう新しくバイパスができてね、人の流れが変わっちゃってるわけだから、そ

の道を本当に、確かに地元の人で歩いて行く人は使うかもしれないけども、自転車とかいろいろ使う人は、も

うバイパスのそっちのほうが便利だし、そっちに何ていうかな、人の流れが変わってるわけだから、やはりそ

こら辺はちょっとね、そういう形で、そんな無理にお金かけるというか、ほどのことでもないと思うし、協力

を求めてよりいい場所に、そういったものは置くべきではないかなと思います。 

  また私は、以前に比べて掲示板の数が減りました。だけど市の敷地とか施設の周辺でもですね、いろいろも

う少し置いて、いろいろ活用できるんじゃないかと思ってるんですけども、その辺はもう１回検討していただ

きたいと思いますけども、その役割も含めてね、もう一度検討すべきではないかと思うんですけども、どうな

んでしょうか。 

○企画財政部長（神山 尚君） 先ほど掲示板、２種類あると申し上げました。不特定多数向けのものと、地域

の皆様向けのものというふうなことでございます。不特定のものは駅前等に置いておりますので、いろんな方

に御覧いただいていると思いますけれど、地域のものは地域限定で、地域の方が見ていただくということを、

主な目的としておるところでございます。先ほど来、申し上げてますけれど、そういった地域のものは御覧に

なってる方、特に年配の方が中心になると思いますけれど、少なからずいらっしゃると思いますので、そうい

うものはしっかり維持管理して残していきたいというふうに思ってるところでございます。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 何ていうか、地域の人向けの掲示板という意味合いで今おっしゃってますけども、

この広報掲示板は、そういう２種類の意味合いがあるということは、私も今初めて知ったんですけども、そう

すると私が言ってる場所は、もうその地域の人たちが限定なので、そこでいいという、地域の人もそういう要

望されてるのかどうかですよね、そこの場所のままでいいと。その以外にも、地域限定の掲示板というのは多

くあるという認識なんですか。ちょっとそこを教えてください。 

○企画財政部長（神山 尚君） 今のその掲示板の位置について、地域の方に特段の御意見等は聞いてございま

せん。 

  以上です。 

○２２番（中野志乃夫君） 私とすれば、やっぱり逆に地域の人に意見を聞いたらね、せっかくバイパスもでき

たし、こっちのほうに移したほうがいいんじゃないかという声が上がるような気もしてるし、ほかの場所でも

ですね、本当に何でちょっとこっち、目立たない場所にあるのかなという場所もあるのでね、その辺をもう一
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度、掲示板の在り方ですね、駅前とかそういう本当にいろんな人が見る、そういうところにガラスケースつき

と言ったら変ですけども、そういった立派な掲示板がある一方で、本当に昔ながらのものを使ってる場所も、

確かにあるのはそうですけども、やはりちょっと私はまだまだ掲示板というのの役割は大きいと思ってますし、

そこはもう一度考えていただきたいなと思います。また、それはまた改めて言うかもしれませんけど、ぜひ検

討していただきたいと思っております。 

  以上で、私の一般質問は終わります。 

○議長（関田正民君） 以上で、中野志乃夫議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時２７分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時３７分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 大 川   元 君 

○議長（関田正民君） 次に、20番、大川 元議員を指名いたします。 

〔２０番 大川  元君 登壇〕 

○２０番（大川 元君） 議席番号20番、やまとみどりの大川 元です。通告に従い、一般質問させていただき

ます。 

  １、新型コロナウイルスワクチン接種について。 

  ①副反応等の相談体制について。 

  ②副反応に対する診療体制について。 

  ③今後のワクチン接種について。 

  ２、空堀川沿いの快適な環境について。 

  ①空堀川の管理用通路を散策する市民のために沿川にトイレを設置することについてをお伺いします。 

  壇上での質問は以上にして、再質問については自席にて行わせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

〔２０番 大川  元君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、新型コロナウイルスワクチンの接種に伴う副反応等の相談体制についてであり

ますが、接種後の体調不良など副反応が疑われる場合の相談先としまして、東京都新型コロナウイルスワクチ

ン副反応相談センターの連絡先をリーフレットなどにより、御案内をしているところでございます。 

  次に、副反応に対する診療体制についてでありますが、市では、ワクチン接種後の副反応など体調不良と

なった場合の診療につきましては、東大和市医師会の御協力をいただき、かかりつけの医師など市内の身近な

医療機関において対応していただいております。また、より専門的な診療が必要であると医師が判断した場合

には、東京都が二次保健医療圏ごとに指定する専門的な医療機関を御紹介していただいております。 

  次に、今後のワクチン接種についてでありますが、市では、国の通知に基づき、60歳以上の方及び18歳以上

60歳未満の基礎疾患を有する方等への４回目となるワクチン接種につきまして、東大和市医師会等関係機関の
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御協力をいただき、令和４年５月30日から開始しているところであります。今後におきましても、４回目とな

るワクチン接種を円滑に進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の重症化予防に効果のあることなど、ワ

クチンを接種することのメリット等につきまして、引き続き適切な情報提供を図り、ワクチン接種を促進して

まいりたいと考えております。 

  次に、空堀川沿川へのトイレの設置についてでありますが、トイレの設置につきましては、河川法や建築基

準法などの制約がありますことから、河川管理用通路や隣接する残地などの河川区域にあっては、設置が難し

い状況であります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○２０番（大川 元君） 御答弁ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。 

  新型コロナワクチンに限らず、どんなワクチンでも免疫をつけるための反応として、ワクチン接種後は副反

応が起こるとされています。新型コロナワクチンについても同様に、接種後に副反応が起こることはごくごく

一般的なものと考えております。まず新型コロナワクチン接種後の一般的な副反応と、その症状に対応する方

法についてお伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 厚生労働省が作成しております新型コロナワクチン

接種後の副反応への対応方法というリーフレットによりますと、接種後に起こる可能性のある副反応の症状と

しては、接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒け、下痢等とされております。いずれ

の症状も大部分は接種の翌日をピークに現れ、数日以内に回復するとされています。 

  副反応のうち最も多く見られたのは、接種部位の痛みで、接種翌日に80％の方が接種部位に痛みがあったと

されてございます。また接種後の発赤、かゆみについて、その経過や頻度の内容については、武田／モデルナ

社製のワクチンで１回目の接種から１週間程度経過した後に、接種した部位のかゆみや痛み、腫れ、赤みなど

の遅延性皮膚反応が見られたとされております。ファイザー社の１、２回目と武田／モデルナ社製の２回目接

種時には、接種後、数日をピークに発赤や、かゆみが見られたとされております。 

  一方、症状が出たときの対応としましては、発熱や痛みに対しては市販の解熱鎮痛剤で対応できること、ま

た発熱時には水分を十分に摂取することが進められております。かゆみに対しては、水で冷やすことや、市販

の虫刺され薬の成分が症状を軽くするとされております。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 一般的な副反応の内容は、接種部位の痛みやかゆみ、発熱、倦怠感などであること、

また副反応の症状に対応する方法は、市販の解熱鎮痛剤や虫刺され薬の使用で効果が得られていることについ

ては理解しました。 

  私も１回目と２回目と３回目で、結構その症状が違いまして、特に３回目は１週間ぐらい痛みのほうが持続

して、ちょっと肩が上がりにくくなったりとか、そういったこともありました。それはまあ、あれですけども。

そういうことで、新型コロナウイルスワクチン接種後も、多かれ少なかれ個人差があると思いますが、副反応

が出ると思います。 

  ほとんどの方は、副反応が消失すると、時間がたったらですね、思いますが、一部の方は、今、私も１週間

長引いたりとかありましたんで、副反応が長引いたり、逆にひどくなることもあると聞いております。そう

いったときに、副反応相談センターへ相談すると思うんですが、東京都の新型コロナウイルスワクチン副反応
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相談センターについて詳細をお伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 東京都のホームページによりますと、新型コロナウ

イルスワクチン副反応相談センターでは、看護師、保健師等がワクチンを接種した方からの副反応の症状に関

する相談に対応するもので、受付時間は24時間、土曜、日曜、祝日、年末年始も対応するとされている総合窓

口となってございます。 

  また、対応言語としましては、日本語のほか、英語、中国語、韓国語など、11の外国語に対応しております。

電話での相談が難しい方には、ファクシミリを用いた中での相談を受け付けるとなってございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 24時間体制であったり、外国語に対応するというのは、東大和市単独ではちょっと厳

しいということで、東京都でそういった窓口を設けているということについては理解できました。ただ、東京

都の新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターが対応してることは理解できたんですけども、副反応で

不安がある人にとっては、外国人の方でも安心できる相談窓口であるということも理解できました。ただ、私

もちょっと市民の方から相談を受けたんですが、やはり体調、もともと持病を持たれてる方で、特に精神系の

疾患の方は、体調が悪くなると、その精神状態も悪くなるんですよね。恐らく、その対応した東京都の方が、

そういったことを言ったということではないと思うんですが、やっぱりどうしても人間としては、精神状態が

悪くなると、言われていることを被害的に捉える傾向が出てきまして、そういったことだから、そういう趣旨

でちょっと捉えてしまったのかなと私は思うんですが、東京都の相談センターが、ワクチン接種は希望制だか

ら副反応が出ても自己責任で対応してくださいみたいな形で、自分で対応しろみたいなことを対応されたとい

う方がいました。そういったことが、恐らく東京都もそういった対応はしてないと思うんですが、そういった

ことでちょっと負の連鎖反応で捉えた方もいたということなんですが、そのことについて東大和としてはどの

ように考えますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） ワクチン接種後の副反応に関しましては、今お話し

させていただいたとおり、東京都において新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターを開設しておりま

す。相談には、看護師や保健師が相談を受けておりますが、今回相談いただいたその経緯、そういったものに

ついては市は把握しておりません。なお、そういう形で何か御相談がある場合には、市に御相談いただいた場

合は、東大和市医師会の御理解をいただきまして、ワクチンを接種した医療機関や、やっぱりかかりつけ医な

どの受診を御案内するなど、丁寧な対応は心がけているところでございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 24時間対応であったりとか、外国語に対応するというのは、ちょっと東大和市単独で

は難しいということは理解できましたが、必ず100％副反応が出る上で、何ていうか打たれた方が不安な思い

をするということについては、東大和市もできれば十分理解した上で、今ちょっと御答弁で言われたんですけ

れども、相談があった場合は丁寧な対応を要望しまして、よろしくお願いします。 

  それでは、次に副反応に対する診療についてお伺いします。先ほど副反応への診療は、市内の身近な医療機

関において対応するとの市長答弁をいただきました。身近な医療機関とは、かかりつけ医だと思われますが、

かかりつけ医を持たない人は、どのような医療機関を受診すればよいのか、お伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 東大和市医師会との調整によりまして、かかりつけ

医を持たない方につきましては、自宅近くの医療機関などにおいて受診していただくこととなっております。
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また個別接種後の副反応に対する診療につきましては、基本的に個別接種を行った医療機関に対応していただ

くこととなってございます。集団接種会場におきましては、国の手引に基づきまして、予診担当医のお名前を

掲示しており、また予診担当医に対し接種後の副反応に対する診療につきまして、協力をお願いしております。

市民の方から副反応の症状で受診したいなどの御希望がありましたら、予診担当医についてお問い合せいただ

いた場合、接種当日に予診を担当した医師についてのお知らせをさせていただいてございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 特に、そのワクチンは、全年齢で受けておりまして、私もそうなんですけども、若い

方というのは定期的に、そのクリニックであったりとか、病院に受診してなくてかかりつけ医を持ってないこ

ととかもありますので、そういった方の場合どうするかということで、今回、今ちょっとお聞きしたんですけ

れども、そのかかりつけ医を持たない方も、市内の医療機関で副反応の症状に対する受診ができることについ

て理解できました。 

  また、受診についての問い合せがあった場合も、対応してることについても理解できました。副反応の症状

の多くは、医療機関を受診し、診療を受けることで消失すると思われますが、重い副反応の症状により入院し

たり、検査を受ける方も少数おられると推測します。重い副反応の症状が起きた場合について対応をお伺いし

ます。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 厚生労働省は、新型コロナワクチン接種後に生じ得

る副反応を疑う事例について、医師、医療機関の開設者に報告の協力を依頼し、収集に努めております。収集

した報告につきましては、厚生労働省の審議会に報告をし、専門家による評価を行っているところであります。

さらに、こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていくとされております。 

  副反応の報告の対象には基準がありまして、報告の対象となる症状は、アナフィラキシー、また血小板減少

症を伴う血栓症、血栓閉塞、心筋炎、心膜炎などが疑われる場合とされております。市におきまして実施した

接種につきましては、厚生労働省に副反応疑い報告を提出した事例はこれまではございません。また当市以外

で実施された接種のうち、厚生労働省から市へ送付された副反応報告書の件数につきましては10件程度となっ

てございます。ワクチン接種後の重い副反応により、病気になったり障害が残ったりする健康被害が起こるこ

とがあり、そのような場合には、予防接種法に基づく、予防接種後健康被害救済制度への申請の対象となると

思ってございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 当市において実施した接種では、幸いなことに重篤な副反応が発生してないというこ

とについては理解できました。また副反応報告書は10件程度であり、接種全体から見て決して、できればない

ことがいいんですけども、多くないということも理解できました。その一方で、まれに健康被害が起きること

があるとのことですが、予防接種後健康被害救済制度について、その詳細をお伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 予防接種の副反応には、ワクチンを接種した後に起

こる発熱、接種部位の発赤、腫れなどの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や、神経

障害などの健康被害と考えられる副反応がございます。しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、

ワクチンの接種が原因ではなく、偶然ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることがござ

います。予防接種後健康被害救済制度では、ワクチンの種類、接種による健康被害であったかどうかを個別に

審査しまして、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に、給付が行われる制度であります。予防接
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種を受けたときに、住民票を登録していた市町村に申請することとなっております。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 今御答弁で、偶然ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることが

ありますということで、非常に私自身も、現場のドクターとかからも話を聞いたら、因果関係が分かりにくく

てちょっと判断がしづらいという話も聞いております。そこでお伺いするんですけれども、当市においてこれ

まで予防接種後健康被害救済制度の相談、申請などあったのか、またあった場合についてはその対応について

をお伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） これまでの間、制度に対する幾つかのお問い合わせ

や相談について、対応はさせていただいてございます。また、医療費及び医療手当について２件の申請を受理

しております。この２件につきましては、当市におきましては初めてとなります東大和市予防接種健康被害調

査委員会を、令和４年３月24日に開催をいたしました。委員会の調査結果の結論としましては、追加資料の収

集及び特殊検査の必要性はなしとなってございます。令和４年４月に東京都を経由しまして、厚生労働省に予

防接種後健康被害救済制度に係る請求書類等として送付をいたしました。今後、国において予防接種の感染症、

法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、その

審査結果が市に報告される予定となってございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 相談や診療、健康被害救済制度などワクチン接種後の副反応に対する様々な対応につ

いて、市で適切に行われたことを理解しましたが、因果関係を判断する上で、先ほどもちょっと言いましたけ

れども、データが不足していて、医師も判断が難しいという話を聞いております。特にもともと症状が分かり

にくい、目に見えない、その心因的な疾患については、ワクチンが原因で鬱病等が重くなったのか、またワク

チンが原因で頭痛等が頻回に発生するようになったのかを、血液検査とかそういう検査をしてもですね、原因

が特定しづらくて、医師も判断できなくなってるというふうなことを聞いております。そのことについては、

どのようにお考えでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） まずワクチンの接種につきましては、どのようなワ

クチンを接種したということでも、副反応はまず起こり得るという話でございます。そういう形の認識は持っ

てございます。ワクチン接種と持病との因果関係についてでありますが、市が相談をいただいた場合には、ワ

クチンを接種した医療機関やかかりつけ医などの受診をお勧めすることとしております。また予防接種による

健康被害、先ほど申し上げたとおり、国から認定された場合には予防接種法に基づく医療費、障害年金等の給

付を受けることができる予防接種後健康被害救済制度のそういったことの御案内はさせていただいているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 副反応は、ワクチン接種後に必ず起こるものということですので、ただ私もですね、

その何ていうか、私がこの相談を受けた市民の方は、内科と、あと泌尿器科と、あと精神科の３つのところに

受診してるもので、それぞれそのドクター、その３人の医師に相談したということなんですけども、医師も何

とかしてあげたいということで、判断したいとは思うんですけども、先ほども言いましたように因果関係がな

かなか分かりにくくて、その判断ができないということで、結局、原因がはっきりと分からないということに

なってしまいました。 
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  ただ患者さんである市民の方からしたら、体調が悪くなったのはワクチンしか考えられないという、その直

後からそういった症状が出ましたということで、それが本当に100％ワクチンが原因だったかということにつ

いては、私もちょっと分からないですけれども、そういったことでワクチンを受けた後の副反応は必ず起こる。

その上で、それが原因だということは、やっぱり私自身も患者さんの立場に立って考えると、そう考えるのは

無理ないかなと思う部分もありますので、今後も市としてはできる範囲内で、適切な対応をされてるというこ

とは分かったんですけれども、そういう被害的になっている患者さんには、先ほども言いましたけども、東京

都の相談センターは、必ずしも自己責任だからとかというふうな説明をしたと私も思ってませんけれども、そ

ういうふうにちょっと被害的になると、ちょっと捉える傾向も出ますので、適切で慎重な対応をお願いしたい

と思います。これは要望ですので。 

  ここからは、今後の接種についてお伺いします。60歳以上の方のうち、４回目の接種の対象者数の人数につ

いてお伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 今回、４回目のワクチン接種ということで、60歳以

上の方に対しまして３回目接種を終了した方、こちらの方が対象者となってございます。その人数につきまし

ては、約２万4,000人と見込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） それでは、18歳以上、60歳未満の基礎疾患を有する方のうち、４回目となるワクチン

接種の接種券の発送についてどのように行うか、お伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 18歳以上、60歳未満の基礎疾患を有する方のうち、

４回目となるワクチン接種を希望される方につきましては、６月１日から受付のほうは開始をさせていただい

ています。こちらについては御本人の申請で、電話及びインターネットのウェブ、市の公式ホームページを使

いまして、接種券の申込みをしていただき、接種券を送付していくというような形の流れで予定をさせていた

だいてございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 集団接種会場では、現在、モデルナ社製での３回目、５歳から11歳の小児接種、12歳

から17歳の３回目接種など、複数のワクチンを用いて対象ごとに異なる接種が実施されています。４回目の接

種の接種券の送付なども進み、集団接種会場ではこれまでの接種に加えて、４回目の接種を実施することにな

りますが、４回目接種が加わることでさらに複雑になりますけれども、そのことについてどのように対応する

か、お伺いします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 集団接種会場におきましては、７月６日、水曜日以

降、異なる４つの接種ということで、接種ごとに実施日や時間帯を区分し、市民の皆様への接種を安全かつ円

滑に実施できるよう今、現状、準備のほうを進めております。具体的には、東大和市医師会等、関係機関と現

状丁寧な協議を重ねさせていただいておりまして、実施内容を立案するなど、調整を現状、図ってるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 東大和市医師会等と、丁寧な協議を重ね、何ていうか調整をしているということにつ

いては理解できました。その上で、ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発症予防や重症化予防に効

果があり、非常に重要だと思います。今回、国により４回目の接種が決定されましたが、４回目としては、ワ
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クチンを追加接種することは、新型コロナウイルス感染症の発症予防効果等が回復するなど、メリットがある

一方で、ワクチン接種後に起こる副反応は、デメリットというわけではないんですけれども、人の命を守るた

めのワクチンですので、そのことによって健康被害につながるということは、極力あったらいけないというふ

うなことで、そういった意味ではちょっとデメリットになるというふうな考えですけれども、ワクチン接種の

推進を阻む誘因となることも、副反応が重いとそういったことになることもあります。ワクチン接種後の副反

応に対する対応を適切に行うことが、副反応を過度に恐れ、接種を見合わせている患者さんの不安を取り除い

て、市民の方の不安を取り除いて、接種を後押しすることにつながることも考えられますので、よろしくお願

いします。 

  ワクチン接種後の対応として重要な副反応など、体調不良となった場合の診療について、希望する方が市内

の身近な医療機関を受診できるように、また東京都がやっぱり対応するべきというところもあるんですけど、

もし東大和市のほうに直接相談があった場合は、その市民の方の立場に立って、引き続き丁寧な対応をお願い

したいと思います。今後も４回目の追加接種を加えたワクチン接種の実施を安全に着実に進めてくださるよう

に、医師会等々、緊密に連携して丁寧に相談してるということなんで、そういう意味では安心しているんです

けれども、人の命に関わることですので、丁寧の上にもちょっと丁寧に、安全に着実に進めてくださるように

要望して、私の１番目の一般質問、次の項に移らせていただきます。 

  次、空堀川沿いの快適な環境についてなんですけれども、現在、空堀川沿川にトイレは何か所あるのか、ま

たその場所はどこかについてお伺いします。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 沿川のトイレの場所ということでございますが、市民の方などが散策してご

ざいます河川の管理用通路、また管理用通路の外側に接する土地で、空堀川の拡幅に伴って生じた残地と言わ

れるところにつきましてはトイレはございません。空堀川付近のトイレとしましては、芋窪５丁目の下立野林

間こども広場にございます。また、空堀川から比較的近い場所としまして、蔵敷３丁目の芝中中央公園にトイ

レがあるという状況でございます。 

  以上でございます。 

○２０番（大川 元君） 今の御答弁からですね、下流側の清水から蔵敷辺りまでは、今のところトイレはない

ということが分かりました。やはりこの区間にトイレがないということが、市民の方からすると不便を感じら

れてる原因ではないかと思います。市長の御答弁で設置は難しいということでしたが、法令上の制約について

具体的にお聞かせください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 市長から河川法や建築基準法などの制約があるとの答弁がございましたが、

まず清水の地区から蔵敷までの地区までの空堀川沿川の周辺区域の大部分の区域におきまして、建築基準法上、

建築することができる公益上の必要な公衆便所等の建築物は、近隣に居住する者の利用に供する公園に設けら

れるものと規定されておりまして、空堀川の沿川には公園がないため設置は困難となります。また河川法上は、

管理用通路は出水時の活動などにおきまして必要になる通路であり、公衆便所の設置はできないと東京都から

言われてございます。 

  残地につきましては、先ほど述べました建築基準法上の制約で、設置は困難ということに加えまして、土地

の占用許可が必要であり、近隣の方の御理解を得ることや、その土地を全て管理しなければならないことから、

維持管理費が非常に多くかかるなど設置は難しい状況となってございます。 

  以上です。 
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○２０番（大川 元君） 法令などにより、設置は難しい状況にあることについては、今の御答弁で理解しまし

た。改めて考えますと、この問題は市民の方のちょっとマナーの問題もあると思いますので、そういった野外

で用を足さないようにとかいうことで、マナーアップの啓発も大事だというふうなことも、私も個人的にも考

えますが、でもちょっと私も先ほどトイレへ行ってしまいましたけど、急に催してしまった場合ということは、

ちょっと本人からすれば予想できないんですよね。河川から近いコンビニなどを利用するという方法もあるん

ですけれども、今コロナ禍で、コンビニでもトイレの利用を制限していたところもありまして、私もちょっと

経験があるんですけれども、やっとたどり着いたと思ったら、使用できないということで、そのときのこう

いってはなんですが、絶望感というのは非常に大きなものでした。 

  そのときは、もうどうしようかと思ったんですけど、しようがないからガソリンスタンドに行きまして、ガ

ソリンスタンドで何とか間に合ってということでしたけれども、先ほども言いましたけれども、もうどうして

も、もう予想できないときに、もうそういったことが起こるということは、マナーの問題であるということも

あるんですけども、本人がやっぱりどうしてももうやむを得ないという場合になった場合、その市民のやっぱ

り悲劇を防ぐという意味においては、私は法令では厳しいということは分かるんですけれども、個人的には何

とか、そういった市民の方が間に合うように、近くに何らかの形でトイレが必要なのではないかというふうに

考えます。難しいとは思うんですけれども、また費用がかかる問題なんですけれども、とにかくちょっと何と

かうまい方法がないかということについて、今後もちょっと検討していただけますように、これは要望ですの

で御答弁は結構ですけれども、私もちょっと先ほどすごい、ちょっときましたんで、そういったいつ起こるか

分からない非常事態に備えるということができますように要望しまして、私の今回の一般質問を終わらせてい

ただきます。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、大川 元議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 佐 竹 康 彦 君 

○議長（関田正民君） 次に、15番、佐竹康彦議員を指名いたします。 

〔１５番 佐竹康彦君 登壇〕 

○１５番（佐竹康彦君） 議席番号15番、公明党の佐竹康彦です。通告に従いまして、令和４年第２回定例会に

おける一般質問を行います。今回、私は大きく３つの点にわたって質問いたします。 

  １点目は、小・中学校の水泳学習において民間活力を生かしていくことについてです。 

  令和４年度の予算審議において、公共施設の適正な管理運営を今後の市政運営の大きな課題として認識して

いることを、改めて市の答弁で確認させていただきました。とりわけ、市内公共施設に占める割合が大きいの

が小・中学校の施設です。また持続可能な市政運営を展望したときに、居住地として若い世代に選ばれるまち

となるためには、魅力的なまちづくりが欠かせません。その大きな柱の一つとして、市が捉えているのが学校

教育の充実であることも、先般の予算審議において確認させていただきました。こうした観点から、今回の一

般質問では、学校教育におけるプールの維持管理と水泳授業の在り方について、質問をさせていただきたいと

考えます。 

  この課題については、これまでも私ども公明党は、他自治体の先進事例を視察し、同僚議員が詳しく一般質

問で取り上げるなど、その検討、推進を要望してまいりました。また議会では、総務委員会の公共施設の適正
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な管理運営に関する所管事務調査で、同様の事例を視察し、研究、議論してまいりました。議会全体として、

学校プール施設の効率的な集約や水泳学習への民間活力導入についても、大きな関心と期待を持っているもの

と私自身は認識しております。 

  そこで、以下の質問で、市の認識とこれまでの取組、今後の展望についてお聞かせいただきたいと考えます。 

  ①市内小・中学校施設の維持管理上におけるプールの在り方について。 

  ア、年間維持費はどのようになっているのか。 

  イ、プール施設の維持管理の課題はどのようなものか。 

  ②市内小・中学校の水泳学習の在り方について。 

  ア、体育授業において、水泳学習は年間どのくらい行われるのか。 

  イ、児童・生徒の泳力向上にどのような取組をしているのか。 

  ウ、水泳学習における熱中症対策はどのようになっているのか。 

  ③小・中学校のプール施設の廃止と水泳学習の民間委託について。 

  ア、他県・他市の事例があるが、市として視察など研究に取り組んだことがあるのか。 

  イ、市として、これまでどのような検討がなされてきたのか。 

  ウ、今後、どのような展開をしていこうと考えているのか。 

  ２点目は、電子図書館の導入についてです。 

  私は、これまで図書館運営に関わる一般質問において、電子書籍の利用、電子図書館の導入について市の見

解を伺ってまいりました。電子書籍の利用については、市は当面優先すべき図書館事業の内容を考慮しつつ、

研究されてこられたものと推察いたします。日本における電子書籍元年と言われた2010年から10年以上が経過

しました。この間、電子書籍を利用できるハード面の整備、ソフト面として多様なコンテンツの充足も進み、

利用者の裾野が広がってきている状況が伺えます。実際、電子書籍の出版点数の増加傾向ですが、公益社団法

人全国出版協会・出版科学研究所の本年１月の出版月報によると、2021年度電子出版市場は、前年比18.6％増

の4,662億円であり、このうち電子書籍が前年比12.0％増の449億円となっています。 

  また、コロナ禍によって図書館をめぐる環境にも大きな変化がありました。この２年間、図書館の貸出業務

が縮小体制になる時期がありましたが、そのような状況下でも来館せずに利用できる電子書籍の貸出しに注目

が集まりました。自治体での電子図書館導入はコロナ禍において増加しており、一般社団法人電子出版制作・

流通協議会の調査によると、2021年は全国の272自治体がサービスを実施しました。分館も含んで、全国約

3,300ある公共図書館の約28％に当たり、その前年の143自治体からほぼ倍増したとのことです。先ほどの協議

会におきまして、公共図書館に実施したアンケートでは、電子書籍貸出サービス導入の予定がないと答えた割

合は19年が63％、20年が43％、21年は28％と年々減少してきており、利用者と接する現場からのコロナ禍を受

けたニーズの高まりが伺えるものとなっています。近隣では、武蔵村山市でも今般、電子図書館の導入がなさ

れるとの話を伺いました。近隣市のこうした動きを踏まえ、東大和市でも積極的に電子図書館導入に向けた検

討がなされるべきと考え、以下の質問で市の見解を伺いたいと考えます。 

  また、学校教育においてＧＩＧＡスクール構想の展開において、学校図書館でも電子書籍の利用によって児

童・生徒の日常の読書活動や、また特に調べ学習の推進に資するのではないかと思い、確認させていただきた

いと考えます。 

  ①他自治体における電子図書館の導入状況はどのようになっているのか。 
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  ②電子図書館の導入に関する市の認識はどのようなものか。 

  ③電子図書館の導入について、市としてこれまでどのような検討がなされてきたのか。 

  ア、市立図書館の場合。 

  ａ、電子書籍の特性と、図書館の住民サービスに与え得る影響について。 

  イ、学校図書館の場合。 

  ａ、電子書籍の特性と、学校での教育や子どもの読書活動に与え得る影響について。 

  ④他自治体や国、教育機関等の他機関との連携について、どのようなことが考えられるのか。 

  ３点目は、道路の維持管理についてです。 

  市内道路の維持管理は、安全な市民生活、社会活動に欠かせない自治体の業務だと認識しています。日頃、

私たち議員へお寄せいただく御相談の中でも、補修維持や改良等、道路に関わる事柄が大変多く、市民の関心

が日常的に高い分野であることを考慮すると、道路の維持管理を効率的に行う意義は大きいものと思います。 

  加えて東京都では本年４月からＭＣＲ、「Ｍｙ Ｃity Ｒeport for citizens」というスマートフォンアプ

リを活用した道路通報システムを導入し、都道の維持管理を進めていくことになりました。都下の他自治体に

おいても、同様のシステムを活用する事例が出てきています。これは市民が道路の不具合等について簡便に投

稿できるアプリケーションで、行政側としても今までよりも広範かつ効率的に情報収集できるメリットがある

のではないでしょうか。今以上に効率的に道路の情報を集約した上で優先順位を明確にし、順次道路の修繕、

改修を進めていくことが可能となるので、市民にも行政にもメリットが大きいだろうと思われます。 

  そこで以下の質問により、道路の維持管理の在り方について市の見解を確認させていただきたいと考えます。 

  ①市がこれまで実施してきた道路調査の結果を踏まえた今後の維持管理の在り方について伺う。 

  ②市民協働の一環として、道路通報システムを活用した取組が他自治体で行われているが、それに対する市

の認識と導入への考えを伺う。 

  壇上での質問は以上とし、再質問については御答弁を踏まえ自席にて行います。よろしくお願い申し上げま

す。 

〔１５番 佐竹康彦君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、市内小・中学校施設の維持管理上におけるプールの在り方についてであります

が、学校プールの維持管理費につきましては、水道料金や清掃委託料などの経常経費に加え、施設の老朽化対

策として今後改修工事費や維持修繕料が増大することが課題であり、これを踏まえ、その在り方を検討する必

要があるものと認識をしております。詳細につきましては、教育委員会からお願いします。 

  次に、水泳学習の在り方についてでありますが、水泳の泳力向上につきましては、児童・生徒の実態に応じ

た指導方法を工夫しながら実施しているところであります。詳細につきましては、教育委員会からお願いしま

す。 

  次に、小・中学校のプール施設の廃止と水泳学習の民間委託についてでありますが、他市におきましては、

小・中学校のプール施設の老朽化対策として、民間の水泳施設を活用する先進的な取組があることは承知して

いるところであり、当市におきましても、こうした取組の検討が必要であると考えております。詳細につきま

しては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、電子図書館の導入状況についてでありますが、多摩地区の自治体の導入状況につきましては、令和４
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年５月時点で、約４割が導入しているとのことであります。 

  次に、電子図書館の導入に関する市の認識についてでありますが、図書館へ来館することなく資料の貸出し

等を受けることができますことから、利用者の利便性が向上することで、一定数の利用が見込まれるとともに、

新型コロナウイルス対策としても有効なサービスの一つであると認識をしております。一方、初期導入経費や

ランニングコスト等の経費面、またコンテンツの量や質などにおいて課題がありますことから、今後、総合的

に検討してまいりたいと考えております。 

  次に、電子図書館の導入につきましてのこれまでの検討状況についてでありますが、電子書籍につきまして

は、いつでもどこでも読むことができるという特性がありますことから、市立図書館におきましては、来館が

困難である方にも資料が提供できるようになり、利用者の裾野が広がるといったよい影響が考えられます。ま

た、学校図書館におきましては、調べ学習等への活用が増えると考えております。あわせて、導入した場合の

経費やランニングコスト等の課題について調査研究を行っております。詳細につきましては、教育委員会から

説明をお願いします。 

  次に、他自治体や国、教育機関等の他機関との連携についてでありますが、現状では、都立図書館が契約し

ている電子書籍を、市立図書館の館内で利用できるサービスを行っているところであります。今後も、他機関

との連携につきまして、情報収集してまいりたいと考えております。 

  次に、道路調査の結果を踏まえた今後の維持管理についてでありますが、令和２年度及び令和３年度におき

まして、市内全域の市道の舗装の現況調査である、路面性状調査を実施し、令和４年度につきましては、その

結果を踏まえて、舗装修繕計画を策定することになっております。計画策定後は、当該計画に基づき、舗装の

劣化が著しい道路から、順次、舗装補修工事を実施していく予定であります。なお、緊急の補修が必要になっ

た箇所につきましては、当該計画での補修時期を勘案した上で、応急処置等を行っていく考えであります。 

  次に、道路通報システムを活用した取組に対する市の認識と導入への考えについてでありますが、道路の不

具合などをスマートフォンにより通報するシステムにつきましては、位置や現地の状況が把握しやすくなるな

ど、道路管理上、一定の効果があるものと認識をしております。一方で、現在、道路管理に関する様々な通報

システムがありますことから、市としましては、導入に要する経費や効果、利用によるメリット・デメリット

などを含め、今後研究してまいります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、市内小・中学校施設の維持管理上におけるプールの在り方について説明を

いたします。年間の維持費につきましては、小・中学校全体で水道料金が約1,200万円、薬剤費が約230万円、

水質点検費用は約20万円、保守点検委託料が約60万円、プール清掃委託料が約120万円、維持修繕費が約300万

円から500万円程度となっております。そのほか環境整備事業費として、改修工事費等を計上しております。 

  次に、維持管理の課題についてでありますが、老朽化が進んでおりますプールにおきましては、建設から40

年から50年を経過し、経年により施設等の機能や性能が崩れてきておりますことから、今後、改修工事費や維

持修繕費の経費が増大することであると認識しております。 

  次に、市内小・中学校の水泳学習の在り方についてでありますが、年間における水泳学習につきましては、

指導時期がおおむね６月下旬から９月中旬の期間を、学校のプール開設期間としている学校が多く、おおむね

30日程度で、各学年おおむね10時間程度の学習が行われております。 
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  次に、児童・生徒の泳力向上の取組につきましては、生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現に向けて、

小学校から高等学校までを見通した指導内容を、体系化かつ具体化して指導を行っております。また指導方法

としましては、児童・生徒の泳力の実態に応じ、段階的に泳ぎ方を指導したり、重点的に学びたい内容ごとに

グループ化し、指導を行っております。 

  次に、水泳学習における熱中症対策につきましては、環境省から示されている熱中症に係る暑さの指数、Ｗ

ＢＧＴの数値及び熱中症予防運動指針を基に、水泳指導の実施の有無を判断しております。なお、水泳指導中

においては、定期的に児童・生徒に水分補給を行い、日よけ設置用の設備を各学校に常設していますので、日

陰での休息等の時間を確保したりして対応しております。 

  次に、小・中学校のプール施設の廃止と水泳学習の民間委託についてでありますが、市における研究の取組

につきましては、多摩地区26市のうち、３市において民間水泳施設での水泳学習の一部導入や、試行が行われ

ているなどの情報を把握しているところであります。 

  次に、市として、これまでどのような検討がなされているかについてでありますが、民間水泳施設との連携

について研究し、民間水泳施設を活用した場合と、既存の学校施設の修繕工事費等とのコストの比較や、民間

の指導スタッフによる指導効果等についても研究してまいりました。 

  次に、今後の展開でありますが、プール自体の更新の是非や、修繕または委託した場合の費用等について総

合的に考えてまいります。 

  次に、電子図書館の導入について、市としてこれまでどのような検討がなされていたかについてであります

が、電子書籍の特性につきましては、インターネット環境が整えば、時や場所を選ばずに書籍に触れることが

できたり、音声や動画など紙の書籍ではない表現を通して、内容の理解を図ることができることなどが挙げら

れます。そのような特性がある中で、市立図書館における住民サービスへの影響につきましては、図書館に来

館することなく、24時間御利用していただけることが挙げられます。また本の受渡しがないことから、接触感

染のリスクがなくなり、資料によっては文字の拡大や、読み上げ機能があるため、目の不自由な方にも利用し

やすいことなどのメリットがあります。一方で、利用するためには、パソコン等の機器が必要であることから、

利用できる方が限定されるというデメリットがあります。また、学校での教育や、子供の読書活動に与える影

響につきましては、児童・生徒の持つ１人１台の端末を介して、複数の書籍を持ち運ぶことができること、本

全体からキーワード検索をすることができることなども、電子書籍ならではのメリットであると考えておりま

す。一方で、端末を活用する時間が延びてくることが、心身に与える影響について配慮する必要があると考え

ております。今後も教育活動の効果的な活用について、研究してまいりたいと考えております。 

○１５番（佐竹康彦君） 詳細な御答弁、ありがとうございました。それでは、順次、再質問をさせていただき

ます。 

  まず、１点目の小・中学校の水泳学習において民間活力を生かしていくことについてでございます。市長、

教育長の御答弁では年回維持費に約2,000万円前後が必要でありまして、今後の施設管理の課題として、経年

劣化に伴う修繕等の費用が増大するというようなお話をいただきました。これまで折々に御説明いただいた公

共施設の適正管理に関する取組におきまして、特に学校施設の改修とは大きな課題であると認識しておりまし

たけれども、改めて御答弁をいただいた内容を考えますと、人口減少が進んだときに、これまでと同様の規模

で、また同様の利用の仕方で、この施設を維持していくことの困難さが、改めて浮き彫りになったというふう

に考えております。 
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  そこで、将来の持続可能な行財政運営を進める立場から、より厳しい対応が見込まれる公共施設の管理運営

において、学校施設におけるプールの位置づけは、今までと変化せざるを得ないと考えますけれども、市とし

て現在どのように認識しておられるでしょうか。 

○建築課長（中橋 健君） 学校プールの状況につきましては、劣化が顕著であり、今後は改修工事費や維持修

繕料の経費が増大すると認識しております。また、児童・生徒数の減少が今後も想定されております。 

  このようなことから、学校施設におけるプールの位置づけにつきましては、総量の縮減、配置の適正化と併

せて、民間プールの活用なども含めて、総合的かつ効果的な管理運営について、今後検討してまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） ありがとうございます。今、総量の縮減、配置の適正化、また民間プールの活用など

も含めてということで、大筋そういった方向に行かざるを得ないのかなというふうにも考えてございます。 

  続きまして、文部科学省が令和２年３月に出しました学校施設の集約化・共同利用に関する取組事例集とい

う文書を紹介させていただきたいと思います。冒頭に学校施設と老朽化対策の項目が掲げられておりまして、

その対策が重要課題であるとの認識が示されています。その中で、老朽化対策の基本的な考え方が３つ提示さ

れています。①計画的整備、②長寿命化、③重点化とあります。このうち、平成31年４月に調査した重点化に

関する各学校設置者へのアンケート調査では、統廃合や空き教室の転用、使わなくなった施設の減築、他の公

共施設の利用、学校施設と他の公共施設の集約化等が重要であると、多くの学校設置者が考えている状況があ

りました。他の公共施設の利用、他の公共施設の集約化や、近隣の学校との施設の共同利用などといった取組

について実施中の学校は少ないと、こういった結果が出ておりました。この重点化で取り組んでいる事例とし

て挙げられているのが、学校プールの共同利用や公営プール、民間プールの活用であります。このように老朽

化対策のうち、重点化という側面で、プールに関する新たな取組が様々な形で、先駆的な自治体で進められて

いることは大変意義のあるものと考えますけれども、市の見解はどのようなものでしょうか。 

○建築課長（中橋 健君） 今議員から紹介のありました、文部科学省の学校施設の集約化・共同利用に関する

取組事例集につきましては、当市におきましても参考にさせていただき、将来の児童・生徒の動向や地域の実

情も踏まえまして、今後の学校のプールの在り方を検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 今後の状況について、これまでとは違う在り方で進めていかなければいけないもので

あると、またその検討を進めていかなければならない御認識を持っていただいているというふうに、受け止め

させていただきました。 

  次に、②について伺います。まず水泳学習の在り方について、様々御答弁を頂戴いたしました。まず屋外

プールで授業を行うので、６月下旬から９月中旬の期間で10時間程度の学習ということでございました。この

時期は、梅雨のシーズンでもございまして、９月には台風の襲来も予想されます。天候によって授業の実施が

大きく左右されることになりますけれども、雨天による授業日数の減少についてはどのように考えておられる

でしょうか。10時間程度行うということでございますけれども、最大で何時間ぐらいプールの授業ができな

かったことがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 授業日数の減少についてでありますけれども、実施予定日に天候等の状況で水

泳指導ができない場合は、時間割変更などをし、別日に振り替えて実施をしており、ほぼ予定どおり実施でき
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ている状況にあります。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） ほぼ実施できている状況ということでございましたけれども、実際、私、市内に子供

が小学校で通ってるときに、やはり10時間はできなかったという年がありました。やはりその天候で、今日も

雨だからできなかったというようなこともございましたので、現場としてはそういうこともあるんだというこ

とで、御認識はいただいていると思うんですけれども、通わせてる保護者の側としては、10時間充足していな

かったなという年もあったということで、把握をしておるところでございます。 

  この水泳学習に関連しまして、プール施設の環境面について伺いたいと思います。屋外設置のため、プール

の衛生面についてどのような対策をされているでしょうか。例えば小学生に聞きますと、プールに虫が浮いて

いて気持ち悪いなどという児童もいるようですけれども、そうした点について児童・生徒の評価、評判はどの

ようなものでしょうか。 

○指導担当課長（菅野恭子君） プールの衛生面の対策につきましては、水泳指導を開始する前に業者による清

掃を行っております。また定期的に水質検査を行って塩素濃度を保ち、水質管理を徹底しております。また児

童・生徒の評価、評判等につきましては、虫を見つけて気持ち悪いと感じる児童もおりますので、教員等が小

まめにとっておる状況でございます。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 本当に児童・生徒の健康に関することですから、この点については十分御注意いただ

いてるというふうに受け止めさせていただきましたし、また児童・生徒いろんなタイプの児童さんいらっしゃ

るので、先生方も大変苦労が多いのかなというふうに受け止めさせていただきました。 

  次に、同じく施設の環境面なんですけれども、プール同様に更衣室も老朽化が進んでおります。保護者の方

からは、古い更衣室で着替えさせることに抵抗感があるといった声も伺ったことがあります。特に女子の児

童・生徒の保護者の方から、こういったお声を伺ったことがあります。この点について、教員や児童・生徒の

評価、評判、どのようなものか伺わせていただきたいと思います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 教員や児童・生徒等の評価等につきましては、老朽化について改善できないか

という声もございます。現在、新型コロナウイルス感染症の対策のため、着替えの際はできる限りスペースが

取れる場所を各校で設定しており、プールの更衣室ではなく、各教室で着替えを行っている学校が多い状況で

あります。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） コロナ禍ということもあって、今現在使われてないというような学校もあるというこ

とでございますけれども、やはり改善の声があるということで、改めて確認をさせていただきました。 

  続きまして、水泳の指導について伺います。中学校におきましては、体育専門の教員の方がいらっしゃいま

すけれども、小学校では専門の教員ではなくて、クラス担任が指導しているかというふうに思っております。

他の学習と同様に、水泳学習において着実に泳力を身につけられるような指導を心がけておられるというふう

に考えますけれども、現状どのようなお取組が行われていらっしゃるんでしょうか。また全ての教科に言える

のかもしれませんけれども、担任教員にも得手不得手があると思います。不得手な教員でも、的確な水泳指導

ができるような取組として、どのようなことがなされているのか伺います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 泳力を身につけさせる指導につきましては、習熟度別にコースを分けたり、
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プール指導員を活用したりするなどの取組を行っております。不得意な教員の水泳指導の向上につきましては、

初任者研修の中で水泳指導に関する内容を設定しておりまして、本市では民間水泳施設のコーチ等に外部講師

を依頼し、実技指導を含む研修を行っております。そのほかにも、教科ごとに研究会を設定しており、体育部

会にて水泳指導については内容を深め、所属校に戻り、実技指導について校内で共有をしております。さらに

は毎年、東京都教育委員会主催の安全な水泳指導のための講習会に代表教員が受講し、各校で伝達をしており

ます。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 小学校の先生は、オールマイティーにできなきゃいけないんで、本当に大変だなとい

うふうに改めて思いましたけれども、しかしながら後の民間の活力ということにも言いますけれども、この専

門のコーチが就くことによって、より教員の方も負担も軽くなるし、また子供たちにもいい影響が与えられる

んじゃないかなというふうに考えてございます。 

  続きまして、体系化、具体化した指導がされているということでございますけれども、また加えて段階的、

また重点的な指導をされているということでございましたけども、それは10時間程度の授業数が確保されてい

ることを前提としておられるのか、天候によって授業数が減ってしまっては、望むような指導の効果が現れに

くいのではないかと考えますけれども、この点についていかがでしょうか。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 授業時数の確保につきましては、天候による実施の有無も想定した上で、６月

下旬頃から９月中旬頃にかけての期間において、10時間程度の授業数を計画しており、時数の確保を前提とし

ております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） すみません、時数の確保を前提とされている中での指導の組立て方ということでござ

いますけれども、先ほど申し上げましたように、実際この本来でしたら水泳の級の試験を受けるところが、日

数が足りなくて受けられなかったというようなこともありますので、やはり十分な授業時間を確保できるよう

な体制が望まれるのではないかなというふうに考えてございます。 

  続きまして、熱中症対策についてでございますけれども、ＷＢＧＴの数値ですとか、また環境省の指針を基

に実施の判断をし、実践の指導において適宜対策を施されているということを確認できました。屋外で晴天の

下でやること、また近年の環境変化を考えますと、私たちの小中学校時代と同様な対応では、絶対に体調を崩

す児童・生徒が多くなるのではないかと危惧しております。現状に即応した対応はされているというふうに思

いますけれども、実際の児童・生徒をまた指導する教員の実感として、炎天下での授業についてどのように捉

えているのか、また見学者の対応はどのようにされているのか伺います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 教員の実感としましては、熱中症対策はもちろんのこと、プール施設の高温化

によるやけど等にも十分配慮して指導を行う必要があると感じてはおります。また見学者については、日陰の

ある適切な場所で見学をさせたり、状況によっては校舎内で課題に取り組ませたりもしております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 伺いますと、プールサイドが非常に熱くて、足の裏が熱くて、歩いてられないとかで

すね。そこで、たとえ日陰であっても、すごく暑くて見学者がつらい思いをしたというようなことがあって、

学校側としても冷房の効く室内でというような対応をされたというふうなこともあったと伺いました。この点

についても、やはり屋外で、真夏の中でというふうなことは非常に懸念される材料なのではないかなというふ
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うに思ってございます。 

  続きまして、③について移ります。他県他市の事例について、26市のうち３市等で民間施設の一部導入、試

行されているということでございました。また市として、市内の民間水泳施設との連携について研究されたと

いうふうに伺いました。実施事例について、具体的にどの市で一部導入し試行されているのか。また研究の一

環として他自治体へ視察されたことはあるのか、この点について伺います。 

○教育部参事（小野隆一君） 一部導入している市については、青梅市が小学校１校、中学校２校において、さ

らに清瀬市が小学校１校、中学校１校において導入しております。また、多摩市が小学校４校において試行段

階であります。なお、他自治体への視察については実施しておりません。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 続きまして、市のこれまでの検討では、民間施設の利用や施設面での費用、また指導

効果や教員の負担軽減などの研究をされてきたというふうに伺いました。教育長から御答弁いただいた点につ

きまして、さらに詳細に伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育部参事（小野隆一君） これまでの検討につきましては、民間施設を活用する対象校、児童数、期間、回

数、スケジュール、民間施設の指導者数、教員数、送迎等について研究を行ってまいりました。また費用面に

ついては、指導料、プール使用料、送迎バス使用料について調査を進めているところでございます。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 大分具体的に様々な、実際実施するのではないかというような観点から、様々研究を

進めてこられたというふうに受け止めさせていただきました。さて、他自治体の事例を見ますと、水泳学習を

行うという点においては、先ほども述べましたけども、天候状況を気にせずに水泳学習を通年で行えるという

面で、大きなメリットがあるというふうに考えてございます。こうしたことについて教員、保護者、そして特

に授業を受ける主体者である児童・生徒に意見を求めていくべきだというふうに私は考えますけども、この点

についていかがでしょうか。 

○教育部参事（小野隆一君） 教員、保護者、児童・生徒それぞれの立場から意見を求めることにつきましては、

その実施方法を含め、今後の課題とさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 我々、実際、水泳学習も何もやらない我々議員が、大人の側があれこれ考えても、実

際、現場の児童・生徒がどのように思っていらっしゃるのかということを、ぜひ調査していただければと思い

ますし、また児童・生徒の側も通年でできるのであれば、また快適な環境の中でできるのであれば、いいん

じゃないかというふうに思っていただける方、多いんじゃないかというふうに私は思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  続きまして、他自治体の取組を参照いたしますと、公共施設管理運営上の効果、また財政面での効果、教育

上の効用などにわたってメリットがあるというふうに考えます。この点に関する市の認識はどのようなもので

しょうか。プール施設の廃止や、天候状況に左右されず、屋内で通年で授業プランを立てられるなどの点も含

めて伺いたいと思います。 

○建築課長（中橋 健君） 公共施設管理運営上の効果につきましては、民間水泳施設を活用することで、学校

の職員によるプールや、水質の管理が不要となることや、市職員による施設の維持修繕に要する業務が削減で

きるなど、負担軽減が図られることが考えられます。また財政面につきましては、教育長から答弁がありまし
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たように、現状の学校プールは水道代や薬剤費、また各委託料などの運営費と維持修繕料に、年間約2,000万

円前後の維持費が必要となっております。このほかプール水槽や、プールサイドの改修時には、約1,000万円

前後の費用が必要となると考えております。 

  一方、民間水泳施設の委託につきましては、民間事業者への指導委託料や施設使用料、往復のバスの送迎費

用などを要し、現状の学校プールを修繕しながら使用するケースと比べて、新たな財政負担を伴うこととなり

ます。 

  以上を踏まえますと、老朽化に伴い、将来プールの更新を行うタイミングにおいては、多額の費用が必要と

なりますことから、学校施設の統廃合や長寿命化改修時など、校舎等の更新のタイミングで、教育上の効用と

財政面の効果の双方の視点から民間施設の活用、またそのことに伴うプールの廃止等を検討してまいりたいと

考えております。 

  教育上の効用につきましては、温水プールは水温や気温が保たれているため、児童等の体調が安定し、集中

して水泳に取り組むことができることや、民間指導者と教員の連携した指導体制により、安全で効果的な指導

ができる等が考えられます。また天候に左右されず授業を実施できることについては、授業計画変更への対応

がなくなることのメリットがあると考えております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 今おっしゃっていただきました学校施設の統廃合や、長寿命化改修時などの校舎等の

更新のタイミングということでございますけれども、東大和市におきましては、これから幾つかの学校におき

まして、やはりその統廃合ですとか、そういったものが進んでいくことがあるということで、そのタイミング

はまさに、この今のときなのかなというふうに受け止めさせていただきました。 

  続きまして、これまで民間事業者と具体的にやり取りをしたことがあれば、詳細を教えていただきたいと思

います。 

○教育部参事（小野隆一君） 民間事業者とのやり取りにつきましては、市内民間水泳施設と、市内小学校の活

用について、昨年度、相談を行っております。今後、具体的に予算面での相談をしたいと考えております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） ありがとうございます。先ほどの具体的な形で研究をされてきたという答弁と併せて

考えますと、実施に向けて大きく一歩踏み出されているのかなというふうに受け止めました。あと具体的には、

あとは今後予算面だということでございますので、ここは非常になかなか難しい交渉であるというふうに思い

ますけれども、今後ぜひとも前向きな形で、業者の方と相談をしていただければなというふうに思います。 

  続きまして、今後、民間水泳施設の活力ということ、その委託について、その可能性に向けた研究の継続を

されるということでございますけれども、民間事業者と協力した事業開始の可能性はどのくらいあるのか、こ

の点について伺います。 

○教育部参事（小野隆一君） 事業開始の可能性につきましては、様々な課題の解決が必要となりますので、現

段階において申し上げることは難しい状況であります。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） 確かにそうですね。現状、今、研究・検討してるので難しいということでございます

けれども、ぜひ前向きな検討を進めていただければと思います。 

  私はこれまでも申し上げてきましたけれども、様々、今メリット等、特に考えますと、積極的な研究・検討
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を経ていただきまして、なるべく早い時期に、この民間活用を生かした水泳学習に取り組んでいくべきだとい

うふうに考えてございますけれども、改めまして最後に、この点について市の御見解、伺いたいと思います。 

○教育部長（小俣 学君） プール施設の老朽化の対応に向けまして、民間活力を生かした水泳学習に関しまし

ては、今後、プール自体の更新の是非や、改修または委託した場合の費用等を鑑みまして、積極的に今後検討

してまいりたいと、そのように考えております。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） 積極的にというような御答弁いただきました。これまで、このものに関しまして総務

委員会で、所管事務調査した人間としても、また一保護者といたしましても、ぜひ今の積極的な検討というこ

とに期待して、さらにこの事柄について進めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  １番目の質問については、以上で終了させていただきます。 

○議長（関田正民君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時５０分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時３０分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１５番（佐竹康彦君） それでは、午前中に続きまして再質問を続けさせていただきます。 

  次に、２点目の電子図書館の導入について伺います。 

  市長答弁におきましては、多摩地域の電子図書館導入状況が約４割に達しているということが分かりました。

導入の流れが大きくなっているというふうに感じております。また利用者の利便性の向上、一定数の利用が見

込まれるということ、また新型コロナウイルス対策としても有効だとの見解もいただきました。そこで、まず

近隣市ではどの自治体が電子図書館を導入しているのか、詳細について教えていただきたいと思います。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 多摩地域26市における電子図書館導入状況でありますが、令和４年５月の時点

で導入しているのは10市ございます。具体的には、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、昭島市、小金井市、

国立市、狛江市、清瀬市、多摩市であります。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） 10市ということで、やはり多くなってきているなというふうに、認識を改めてさせて

いただきました。 

  続きまして、東大和市と図書館の相互利用をしている他の市が、電子図書館を導入している場合の東大和市

民の利用について、どのようになっているのか伺います。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 東大和市立図書館では、立川市、東村山市、武蔵村山市と相互利用協定を締結

しております。この中で現在、電子図書館を導入しているのは立川市のみでありますが、立川市において電子

図書館を利用できるのは、立川市在住、在学、在勤の方のみとなっておりまして、立川市在学、在勤でない東

大和市民は、電子図書館を利用することはできないとのことであります。これは立川市の意向ではございませ

んで、電子図書館の運営事業者との契約条項において定められているとのことであります。また武蔵村山市及

び東村山市においては、今年度中の電子図書館導入に向けて詳細を検討中と伺っております。 

  以上でございます。 
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○１５番（佐竹康彦君） 今御答弁で３つの相互利用を行っている市が、立川市はもう既に導入してるけれども、

武蔵村山市も、東村山市も、両方とも導入に向けて詳細を検討中であるということでございました。相互利用

も協力関係にある図書館は、ほぼ電子図書館導入、もしくは導入に向けて今進んでいるというような状況を、

改めて確認をさせていただいたところでございます。 

  次に、御答弁では一定数の利用が見込まれることが述べられました。また図書館向けの電子書籍の出版点数

も、増加をしている状況ございます。利用者の裾野が広がるといった、こういった期待ができると考えており

ます。この数年、特にコロナ禍を経た社会状況におきましては、電子書籍に関する利用者の意識や環境の変化、

これを市としても御認識をいただいているものというふうに思ってございます。こうした点を踏まえますと、

現在、図書館の利用に結びつきにくい、住民の層へのサービス向上が期待できるのではないかというふうに考

えております。例えば障害者の方や高齢者の方、図書館利用に消極的な若い世代、またビジネスマンなどが、

もっとこの市の公共図書館、市立図書館を活用してもらえるようになるのではないかというふうに考えている

んですけれども、市の見解を伺いたいと思います。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 電子図書館、電子書籍を導入することによる利用者の幅の広がりについてであ

りますが、議員のおっしゃるとおり、若い世代やビジネスマンなど、図書館の利用に結びつきにくい方々に、

図書館を使っていただけるようになるのではないかと見込んでおります。また障害のある方や御高齢の方にも、

見やすい、利用しやすい媒体であると考えております。ただ電子図書館を導入すれば、自動的にそうした方々

の利用が増えるというわけではなく、それぞれの利用者層に合ったコンテンツを充実させることも重要である

と認識しております。加えて高齢者等、デジタル機器の利用が苦手な方への利用支援も実施する必要があると

考えてございます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） そうですね、既存の利用者から、さらに多くのこういったコンテンツ、またシステム

を利用して多くの方により利用していただくためには、どの層にターゲットを絞ってやっていくのかと、これ

も大変重要な視点であるというふうに今、御答弁、伺いました。 

  続きまして、特に電子書籍には物理的な蔵書スペースを確保せずに、利用できる書籍を増やす利点があると

いうふうに考えますけども、この点についての御認識はいかがでしょうか。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 蔵書スペースについてでありますが、現在、公共図書館向けに提供されている

電子図書館のシステムは、事業者が提供するクラウドシステムとの契約となりますことから、物理的な保管ス

ペースは必要ありません。コンテンツの収集形態といたしましては、主に買い切り型とライセンス型がありま

す。買い切り方は、紙の書籍同様、一度購入しますと基本的にずっと利用できますが、ライセンス型は、例え

ば購入後２年といった提供可能期間や、貸出し回数上限52回といった貸出し回数に上限を設けているものであ

りまして、当初の期間、または回数を超えると、提供ができなくなるタイプの契約形態であります。こういっ

たことから物理的な蔵書スペースを必要としないという電子書籍のメリットは、一方で資料を残すといった図

書館の機能と相反する部分もあるかと認識しております。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） 図書館の機能として、当然その蔵書をするということ、それを市の資産として残して

いくということ、この観点からということは、確かにおっしゃるとおりだというふうに思います。ただ一方で、

毎年廃棄をする書籍もあるわけでございまして、この電子書籍の取り扱いについては、これも館長以下、司書
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の方々が御専門なんで、こちらから言うということもあれなんですけれども、不易と流行というような観点か

らいえば、やはり蔵書して末永く残していくというものと、やはりその時々、市民の関心に向けて利用される

コンテンツと、それが両方あるんじゃないかというふうに思っておりまして、そういった特に先ほどの利用さ

れる層、ターゲットを絞るというようなお話もちょっとさせていただきましたけれども、電子書籍については

特にですね、この利用される内容とか、そういったものをぜひ、常々市長は図書館の主な、主要な事業として

選書とレファレンスだとおっしゃってますけども、この図書館の司書の方々の選書の能力を生かしていただき

まして、東大和市民がどのような書籍を多く利用されているのかと、こういったものも現場の方はつかんで

らっしゃるのかなというふうに思いますので、そういった観点からですね、この電子書籍として利用したほう

がよりサービスに供するような、そういったことについて研究をしていっていただければなというふうに思っ

てございます。 

  続きまして、電子図書館の導入につきましては、経費や電子書籍の特性、住民サービスへの影響などについ

て研究、調査されているというふうに伺いました。 

  御答弁を伺いますと、電子図書館導入については、経費に関する懸念は当然あるんですけれども、利用その

ものに関してはポジティブな捉え方をされているのではないかなというふうに受け止めさせていただきました。

そこで、これまで実際に電子図書館を導入しようと、事業者へ見積り依頼、また導入に向けた担当課や、庁内

での検討をされてこられたのかどうか、公共図書館と学校図書館それぞれについて伺いたいと思います。 

○中央図書館長（浴 靖子君） では、まず私のほうから公共図書館について申し上げます。中央図書館におき

ましては、導入に係る初期費用と導入後、毎年かかるクラウド等の利用料や、コンテンツ経費などのランニン

グコスト及び図書館システムと連携した場合のシステム改修経費などについて、見積りを徴取したことがござ

います。その結果、コンテンツに係るライセンス料が、紙の図書に比べ高額であることなどが分かりました。

また事業者ごとの特徴についても、比較・検討を行いました。そのほか令和２年度以降、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の活用について検討してまいりました。 

  以上でございます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 学校におきましては、現在、学習内容の充実に向けて、１人１台端末の活用及

び効果的な活用方法の検討を進めている段階にありますので、学校図書館に電子図書館を導入することにつき

ましては、具体的な検討には至っておりません。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） ありがとうございます。中央図書館は、図書館業務が専門でございますので、やはり

細かな検討をされておられる。また学校図書館につきましては、現在、ＧＩＧＡスクールの展開が今され始め

たばかりでございまして、なかなかそこまで手が回らない状況なのかなというふうに確認をさせていただきま

した。 

  ちなみに、私も近隣市で導入をされてます立川市なんですけれども、令和３年２月の立川市の教育委員会の

資料によりますと電子書籍コンテンツ使用料、これは地方創生臨時交付金を活用した形で補正予算事業として

購入したいというような中で、このコンテンツ使用料はトータルで340万円という形で、これぐらいかかるの

かなというふうに思っておりまして、これがやはりコンテンツにかかるライセンス料が高額である。同じ冊数、

同じタイトルを利用する際には、コンテンツとして高くなるのかなというふうに受け止めさせていただきまし

た。 
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  続いてまいります。学校図書館における電子書籍の活用について、次、伺いたいんですけれども、当然、そ

の読み物なども当然なんですけれども、特に学習の場という観点からすると図鑑などの大型の書籍や、調べ学

習に使う書籍などが特に有効なのではないかなというふうに考えております。また他の自治体の事例を仄聞い

たしますと、朝読書などで読むような書籍も電子書籍だと多くの児童・生徒が複数利用でき、学校の先生方か

らも評価を得ていると、こういったお話も伺ったことがございました。先ほどＧＩＧＡスクール、始めたばか

りでそこまで手が回らないのではないかというような、話しさせていただきましたけれども、１人１台端末の

活用の一環として、学校現場においても導入や前向きな検討をしていただければなというふうに考えるんです

けれども、御見解を伺います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 電子書籍につきましては、環境が整えば、時と場所を選ばずに書籍や資料に触

れることができ、内容によっては動画や音声により、紙媒体よりも理解がしやすい児童・生徒がいる場合も考

えられます。学校現場への導入については、先進的に取り組んでいる事例等を情報収集するなど、研究を進め

てまいります。 

  以上です。 

○１５番（佐竹康彦君） すみません、１人１台端末になりまして、この端末の利用、それこそ我々大人の世代

よりも、いち早く順応してる子供たちの姿も見ておりますし、やはりこれから様々な資料を電子媒体で取り扱

わなきゃいけない時代の中で、こういった電子書籍の利用も、ぜひお進めいただければと思います。また御答

弁いただきました、動画や音声などで理解がより進む児童・生徒の方がいらっしゃるということ、この過程は

非常に重要だというふうに思いますので、この点についても含めてより研究・検討を進めていただければなと

いうふうに思います。 

  続きまして、導入コストの問題の解決が一番大きな課題なんだというふうに、捉えていらっしゃるというふ

うに感じました。そこで他の自治体や、他の機関と連携をいたしまして、電子書籍の購入、また電子図書館の

導入に関して、例えばその他の自治体、教育機関等とコンソーシアムを構築いたしまして、値引き交渉や共同

利用など進めることも一つの手段ではないかなというふうに考えます。こういった、例えば私、前職で大学図

書館等と取引をしたときに、大型の電子資料を購入する場合に、多くの大学がコンソーシアムを組んで、高額

な電子資料を使えるようにしたというような事例もございましたので、こういった他の事例も、参考にできる

かどうかは別といたしましても、こういった事例もあるということを御承知おいていただいた上で、ぜひ他組

織との連携をした事業展開を進めるのはどうなのかなというふうに思うんですけれども、これに関しましての

市の御見解を伺いたいと思います。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 導入コストの問題を解決するための他機関との連携についてでありますが、公

共図書館におきましては、兵庫県や熊本県において既に設立されている定住自立圏域などで、構成自治体が広

域電子図書館を運営している事例がございます。中心的な市が設置する電子図書館を、周辺のまち、中には図

書館を持たないまちもあるようですが、こうしたまちの住民も利用できるといったようなものです。複数自治

体で共同運営するには、制度について研究を重ねる必要があるかと認識しておりますけれども、東大和市の場

合は、隣接する自治体においては、既に電子図書館を導入済み、または導入が決定しておりますことから、新

たに共同運営する組織を立ち上げることは難しいと考えております。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） 確かに新しい組織を立ち上げるとなると、１から様々なルールとか決めなきゃいけな
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いというのは、確かに難しい点なのかなというふうに思います。ただ今御答弁でもいただきました兵庫県、熊

本県、また中心的な市が設置する電子図書館周辺のまち、中には図書館を持たないまちもあるということで、

そういった事例もございますので、ぜひちょっと研究していただきたいなというふうに思います。 

  先ほど相互利用が可能となってる、立川、東村山、武蔵村山は、既に立川は導入しておりまして、東村山も

武蔵村山も導入に向けて検討しているというようなことでございますので、東大和だけじゃ、その電子図書館

ないですということではなくて、この４市が組んで、例えばそのシステムの導入については、なかなか難しい

かもしれませんけど、毎年毎年かかるそのコンテンツですね、先ほど立川市のちょっと資料を引きましたけれ

ども、何百万単位のコンテンツも、相互利用の中でなるべくより少ない予算で多くのコンテンツを活用できる

ような、そういった仕組みができるようになればいいなというふうに思いますので、この方面につきましても、

ぜひ御研究、また検討をしていただいて、よりよい形で近隣市と連携しながら進められるような形ですね、

ちょっと追求してみていただきたいなというふうに、要望させていただきたいというふうに思います。 

  先ほど、今申し上げましたとおり近隣市、例えば武蔵村山市では、先ほど立川市もそうですけど、地方創生

臨時交付金を活用する形で、電子図書館の導入を進めるというような話でございます。このコロナ禍以後、国

の交付金を活用して電子図書館導入を進める自治体も多くなってきてございます。東大和市として、こうした

国の予算が様々下りてくるタイミングを逃さずに、導入に向けた積極的な検討をぜひともお願いしたいと思う

んですけれども、この点についてお考えいかがでしょうか。 

○教育部長（小俣 学君） 電子図書館につきましては、ウィズコロナ、アフターコロナの生活において、図書

館サービスを充実させる有効な手だてではあるというふうに考えますけども、ランニングコストやコンテンツ

の量、質などですね、まだまだ課題の整理が必要であると、そのように認識しております。これまでは、新型

コロナウイルス感染症の対応、地方創生臨時交付金を活用いたしまして、図書館では館内のカウンターのパー

ティションなどをはじめ、その図書除菌機ですね─の導入など、順を追って進めてきている経過もござい

ますので、今後につきましてはほかの補助金等の活用も含めまして、検討のほうは進めてまいりたいなという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） ありがとうございます。近隣市の図書館と比べても、こう言うと近隣市の方に失礼か

もしれませんけども、東大和市の図書館って蔵書数も多いですし、機能、図書館の事業そのものも充実してる

と思いますし、やはり一歩ぬきんでた図書館運営事業をしていただいているものだというふうに私、感じてお

りますので、他の自治体が様々なお取組を、近隣市が相互利用しているような、近隣市が様々なお取組をして

いただいてる中で、ぜひとも東大和市の図書館も、ほかがやってるから急いで追いつかなきゃいけないという

ことでは、確かにないのかもしれませんけれども、これまで様々、非常に先駆的な、先導的な役割を近隣地域

の中でしていただいている図書館だというふうに思っておりますので、ぜひ様々、新しいことにチャレンジを

していただく、前向きな御検討していただくということをお願いさせていただいて、この質問、終了させてい

ただきます。 

  ありがとうございました。 

  続きまして、３点目の道路の維持管理について再質問をさせていただきます。 

  ①につきまして、令和３年度の路面性状調査の実施と、４年度の保守修繕計画の策定を経て、劣化の著しい

路線から順次補修工事を実施されること。また緊急的に補修が必要な場合は、計画を勘案した応急処置を行う
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ということを御答弁で確認させていただきました。現時点におきまして、路面性状調査の結果から、地域的に

どこの道路が劣化の度合いが激しくなっているのか、また道路整備が行われた年代や交通量の状況などが、劣

化状態の度合いを決める要素だと思いますけれども、市として現在どのように把握されているのか伺いたいと

思います。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 調査の結果ということでございますが、舗装の現況調査でございます路面性

状調査におきましては、路面性状測定車という車両を走らせまして、ひび割れ、わだち掘れ、平たん性、この

３つの状況を機械で測定し、数値的に評価し、この３つについて、その総合評価としまして、国交省の舗装点

検要領に基づきまして、１、健全、２、表層機能保持段階、３、修繕段階の３区分に分けてございます。調査

結果を見ますと、市内のどの地域に集中しているということではございませんでした。舗装した年代が古い路

線の多くに劣化が見られる状況でございまして、市が道路パトロールなどで舗装がよくないと判断していた箇

所が、ほぼそのとおりの結果になっているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） 建物の管理と同じように、やはり古く手を施したところから、やはり劣化していくと

いうような状況であるということを確認させていただきました。 

  続きまして、道路の修繕は地区ごとに優先順位を定めるのかどうか、また市全体で、全体を見渡して優先順

位を定めるのかどうか伺いたいと思います。例えば劣化の度合いがＡ地区は７割ぐらい、Ｂ地区が５割、Ｃ地

区が３割なら、その割合ごとに工事の規模を定めて、同じ年度で例えばそれぞれの地区の工事を行うか、それ

とも１つ目の地区が終わったら、次、次というふうにしていくのか。例えばの今、話しましたけれども、どう

いった形で工事を進めていかれるのか、この点について伺います。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 舗装を修繕していく順位につきましては、地域ごとに判断するのではなく、

市域全体の中で、舗装の損傷状況、路線の重要度、交通量、修繕費用を考慮しまして、補修路線の優先順位を

決定していくという計画となってございます。この計画によります舗装修繕は、国の補助金でございます社会

資本整備総合交付金を活用した中で実施していくものでございます。地域ごとに整備していく場合、他地区の

路線のほうが劣化しているにもかかわらず、当該地区を先行して整備していくということにもなりますことか

ら、国の補助金を活用していく中では、地域ごとに整備していく方法は難しいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） ありがとうございます。ちゃんと公平性を担保しながらしていただくということを確

認させていただきました。 

  続きまして、緊急的に応急処置が行われた道路の場合、正式の補修事業の優先順位が下がるということがあ

るのかどうか、それとも応急処置はしても当初の計画どおり進めるのか、この点について伺います。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 例えば道路陥没や、道路の振動などによります舗装要望等により、緊急的も

しくは応急的に舗装修繕を行わざるを得ないとなった場合、舗装修繕計画を確認した中で対応していく必要が

あると認識してございます。計画による舗装修繕の時期が近い場合は、最少の復旧範囲として、応急的に行う

などの処置を行うことで、優先順位がそのままとすることが考えられます。ただし、緊急的に舗装・補修を広

範囲に行わなければならない場合には、優先順位を下げるケースも発生することが考えられます。 

  なお、占用企業者によります例えばガス管工事であったりとか、水道工事などにおきまして、道路を掘削し、

路線全体を舗装復旧するようなことがあった場合には、健全な状態に是正されるため、優先路線から外すこと
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になることも想定されます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） おおむね計画どおり進めながら、様々な要素によって、臨機応変に対応していただく

ということで受け止めさせていただきました。ぜひ、この道路の補修・保全というのは、多くの市民の方が、

自宅の目の前がもうひどい状況だと、本当に今すぐ直してくれというような御要望、多分ここにいる議員の皆

さん全員、日々いただいてると思うんですけれども、特段の公平性を担保しながら、着実にぜひお進めいただ

ければなというふうに思います。 

  その道路の補修・保全のことに関して、今後のことについて②に移るんですけれども、東京都が本年４月か

ら行うことになった、このＭＣＲの具体的な内容について伺いたいと思います。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 議員の質問にありましたＭＣＲとは、「Ｍｙ Ｃity Ｒeport for citizens」

の略となります。この道路通報システムは、市民などがスマートフォンアプリを活用して、道路の損傷や不具

合等を発見した際に、スマートフォンカメラとＧＰＳを利用して、24時間いつでも投稿できるシステムとなっ

ております。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） このシステムにつきまして、同僚議員が以前、質問でもさせていただきましたけれど

も、様々、今導入が進んでいるのかなというふうに思っておりまして、他の自治体で同様のシステムを稼働さ

せているのは現在何か所くらいあるのか、その成果などお分かりでしたら教えていただきたいと思います。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） ＭＣＲを東京都と併せて、令和４年４月から導入した都内自治体は、港区、

品川区、国分寺市、国立市、福生市などの10区市です。また類似のシステムを導入している都内自治体は、武

蔵野市、町田市、あきる野市などとなっております。導入の成果につきましては、写真と位置情報により、位

置や状況の把握を早く正確に行えることで、初動対応の効率化が図れることなどが挙げられます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） すみません、初動対応の効率化という点、非常に重要な点かというふうに思いますし、

また我が東大和市と同規模の人口の自治体も導入しているというようなことで受け止めさせていただきました。 

  続きまして、都道において、このＭＣＲの活用が進んだ場合に、住んでる市民の側からすると、市道におい

ても同様のシステムが利用できたほうがいいのではないかというふうに考えます。かつて同様の質問、私ども

公明会派の同僚議員がしておりますけれども、市民のメリットと行政上の効果に関する認識、また導入へ向け

た課題など含めまして、改めて市の御見解を伺いたいと思います。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 市民の方側のメリットにつきましては、24時間、365日、いつでも投稿がで

きること、電話ではうまく伝わらない内容も、写真と位置情報により、正確に通報することができることなど

が考えられます。行政上の効果につきましては、写真等、位置情報が把握できることにより、市民の方から頂

く情報を正確に認識できることなどが考えられます。また導入に向けた課題につきましては、写真の撮影の仕

方によっては、状況が正確に把握できない場合があることや、民有地の問題など、市で対応困難な案件の投稿、

費用負担の問題などが考えられます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） メリットの面と、また難しい課題の面と教えていただきました。でございますけれど

も、この東京都や他自治体の導入後の実態、ぜひまたよく調査・研究をしていただいた上で、このメリットと
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いうことを考えますと、ぜひ前向きに導入への検討をお願いしたいというふうに思うんですけども、市の御見

解を伺いたいと思います。 

○まちづくり部長（田辺康弘君） 道路通報システムにつきましては、一定の効果があるものと捉えております

けれども、導入に当たりましては、当市の場合、緊急な連絡があった場合、すぐに現地に行ける距離であるこ

とですとか、土日、夜間等でありましても、市内在住職員がすぐに現場に行けることなど、現在も早急に対応

できる体制であることも留意いたしまして、導入に当たっての効果検証を行う必要があると考えてございます。

市としましては、市長答弁にもございましたとおり、他の自治体の導入後の実態などを確認いたしまして、導

入に要する費用や効果、利用によるメリット・デメリットなどを勘案いたしまして、今後さらに研究してまい

りたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○１５番（佐竹康彦君） ありがとうございます。ぜひ、また前向きに研究・検討をしていただければというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、今定例会の私の一般質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、佐竹康彦議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 和 地 仁 美 君 

○議長（関田正民君） 次に、14番、和地仁美議員を指名いたします。 

〔１４番 和地仁美君 登壇〕 

○１４番（和地仁美君） 議席番号14番、和地仁美です。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

  2010年頃から、ＶＵＣＡ（ヴーカ）という言葉を耳にするようになりました。このＶＵＣＡ（ヴーカ）は軍

事用語として誕生した言葉で、Volatility（変動制）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、

Ambiguity（曖昧性）の頭文字を並べたものです。2016年以降、ダボス会議などの国際会議でも、ＶＵＣＡ

ワールドという言葉が頻出し、世界の経済界で、ＶＵＣＡの時代が到来したと言われるようになりました。今

までも高度経済成長の右肩上がりの時代から、人口減少、少子高齢化時代に変化したことへの対応が課題とさ

れてきましたが、2010年頃からは様々なものを取り巻く環境において複雑性が増しているばかりか、2020年に

は新型コロナ感染症の世界的な流行、そして今年はロシアのウクライナ侵攻などの想定外の事象が次々と発生

し、さらには日米の金融政策の違いが明確になったことで、３月からの僅か２か月間で、円がドルに対し16円

も下落するという急速な円安など、ここ近年の変動の激しさを多くの人が実感していることと思います。その

結果、現状、将来の予測が困難な状態にあり、今後もこのような変化に対応しなければならない場面が多く出

てくると予測されています。 

  今回の２つの質問項目は、一見、関連性がないように見えますが、全てはこのＶＵＣＡの時代において、持

続可能な、そして魅力ある東大和市を実現するために必要なことだと思い、取り上げさせていただいた次第で

す。 

  まず１点目では、経済状況の変化への対応について確認させていただきます。 

  ①令和４年度の予算編成時には、現下の原油価格の高騰や円安などの影響による物価高騰は予測していな

かったと思います。 

  そこで、ア、光熱水費などの経費予算への影響予測と対応方法について。 
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  イ、行政サービスへの影響の有無と対応についてお聞かせください。 

  ②として、学校給食についてお尋ねします。 

  東大和市の学校給食における１食当たりの食費単価は、都内でも下位のほうであるにもかかわらず、様々な

食材が値上がりしている状況です。 

  そこで、ア、現在の経済状況の学校給食に対する影響は。 

  そして、イ、魅力ある学校給食、食育の充実を維持するための市の考えをお聞かせください。 

  ２点目は、人事行政についてです。 

  ちょうど１年前の一般質問でも、同じ項目を取り上げさせていただきました。その際は、官民連携や民間等

の外部人材の活用、そして分限免職について、市の考えを確認させていただきました。前回も述べさせていた

だきましたが、行政サービスを提供する、すなわちサービス業である行政においては、それを担う職員が一番

重要であり、ＶＵＣＡの時代においては、ますますその重要性は高まっていると考えます。 

  そこで、①として、現状と課題についてお聞きします。 

  ア、現在の人事行政上の課題は何か。 

  そして、イとして、課題解決のための取組と効果についてお教えください。 

  ②として、採用についてお尋ねします。 

  人口減少の時代を迎え、民間企業では人材育成への投資を増額するだけでなく、初任給の大幅な増額を実施

するなど、より優秀な人材を確保する取組を行っています。また、ここ近年は、行政課題の複雑化、ニーズの

多様化などにも対応できる人材を多くの自治体が必要としていると同時に、多くの自治体で民間企業と同様の

選考形式を取り入れています。コロナ禍、ＶＵＣＡの時代により、新卒の公務員希望者は増加傾向ですが、採

用する側においては、年々、民間、公務員という業種の境界が減少する中で、人材を獲得していかなければな

らないのが実情です。 

  そこで、ア、新卒採用の現状と課題について。 

  イ、中途採用の現状と課題について確認させていただきます。 

  以上、この場での質問はここまでとし、再質問につきましては御答弁を踏まえまして、自席にて行わせてい

ただきます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

〔１４番 和地仁美君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、経済状況の変化による光熱水費など、予算への影響予測と対応についてであり

ますが、令和４年４月の本庁舎の電気料金は約195万7,000円で、前年同月と比較して約1.7倍となっています。

昨年、世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進捗し、経済活動が再開したことを受け、原油価格が上

昇傾向にありましたが、これと連動して、電気料金も同様な傾向にありました。この状況に加えて、ウクライ

ナ情勢の悪化に伴い、原油価格の高騰が顕著になっています。このような燃料費の高騰は、予算編成時に見込

んでおらず、今後、一部の費目において予算の不足が想定されますことから、その動向を注視しながら、補正

予算の計上等、必要な対応を図ってまいります。 

  次に、行政サービスへの影響の有無と対応についてでありますが、例えば学校給食費につきましては、報道

によりますと23区の一部の区におきましては、食材等の高騰のため値上げ等が実施されているところであり
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ます。市におきましては、物価高騰等による行政サービスへの影響について動向を注視しているところであ

りますが、必要に応じて国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（コロナ禍における原油価

格・物価高騰対応分）の活用例を参考としながら、補正予算等により対応してまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

  次に、学校給食についてでありますが、現在の経済状況を受けた影響につきましては、給食用食材の価格が

高騰し、運営に厳しい状況が見られますが、献立の工夫等により対応しているところであります。また、魅

力ある学校給食及び食育の充実につきましては、新たな地場産食材の活用や、コロナ禍における食育の推進

に取り組んでいるところであります。詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、人事行政上の課題についてでありますが、社会変化に伴い、市民が求める行政ニーズは多様化、複雑

化してきています。その中で、専門的な知識や新たなニーズに対応できる柔軟な発想や向上心を持ち、その

力を常に発揮できる職員が必要となっています。そのためには職員の資質、能力の向上に加え、職員のモチ

ベーションの維持、人材育成が、より一層、重要であると認識しております。 

  次に、課題解決のための取組と効果についてでありますが、職員の能力、モチベーションの向上のため、実

務や研修を通した人材育成により、市民の生命、財産を守り職員としての自覚・責任感をしっかりと身につけ

ることが重要であると認識しております。 

  次に、職員の採用状況についてでありますが、当市では、大学等の新規卒業者と社会人経験者などの既卒者

を分けずに採用試験を実施しており、本年４月１日は、新卒者７人、既卒者２人を採用しております。なお、

令和３年度からは、一般事務職等の一次試験は、テストセンター方式を採用し、試験日及び試験会場を受験生

が選択できるように改めて、受験機会の確保に努めております。 

  次に、課題についてでありますが、他自治体との競争の中で、優秀な人材を確保するため、引き続き応募者

を増やしていく取組が必要であると認識をしております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、現在の経済状況における学校給食に対する影響について御説明いたします。 

  給食用食材におきまして、価格が高騰しているものがあり、現在は比較的、価格が安定している食材を使用

した献立とするなど、工夫して対応しているところであります。今後につきましても、食材価格の状況を確認

しながら適切に対応してまいります。 

  次に、魅力ある学校給食及び食育の充実についてでありますが、地場産農家の方に御協力をいただき、新た

な地場産食材による献立の作成や、１人１台端末を活用して、給食センター栄養士によるオンラインでの食育

や、社会科見学の実施に取り組んでいるところであります。 

  以上です。 

○１４番（和地仁美君） 御答弁ありがとうございました。それでは、順次、再質問させていただきます。 

  まず最初に、経済状況の変化への対応についてですが、市長答弁では４月の電気料は前年同月比と比較し、

約1.7倍とのことでした。これは２倍に近づく勢いであるというふうに感じましたが、そのほかのもので、こ

のように前年同月比と比較して大幅に増加したような経費はございますでしょうか。 

○財政課長（鈴木俊也君） 電気料金のほかに、庁舎のガス料金につきましても、前年同月比で1.9倍となって

おります。また他の公共施設も同様の傾向にあるものと考えておりまして、そのほかちょこバスの補助金です
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とか、また都バスの負担金など、交通に関する事業についても、負担増として跳ね返ってくる可能性があるも

のと考えております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） もう既に影響は大きく出ていることが確認できたと思います。これらについては、予

算編成時には予測していなかった様々な物価高騰の影響だというふうに思いますが、それへの対応としては、

今回の初日の本会議の補正予算における質疑の答弁で、国の補正予算による臨時交付金について、当市には約

２億4,000万円ほど交付されるということで、それで様々対応をされるということでしたが、これらの今御答

弁いただいたようなものに対しても、活用は可能だというふうに思っております。仮に当初予算をオーバーし

た、これらの光熱水費を代表とするような予算を、当初予算をオーバーするようなものについて、全額この臨

時交付金などの財源で賄えなかった場合、市としては財政調整基金を取り崩して対応するほかはないというふ

うに認識しておりますが、それでよいでしょうか。 

○財政課長（鈴木俊也君） 国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（コロナ禍における原油価

格・物価高騰対応分）につきましては、主に市民の皆様や、事業者の方々に対する支援に優先して活用するよ

う検討を進めていますことから、この交付金を公共施設の電気料金や、またガス料金のような、市の事業の継

続のために活用することは現時点では考えておりません。したがいまして、電気料金や、ガス料金の高騰分に

ついて、最終的に財源の見通しが立たない場合には、財源調整として財政調整基金を取り崩す以外はないもの

と考えております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 臨時交付金は、基本的には市民の皆様、事業者の皆様を対象に、優先的に活用される

という御答弁でした。先ほどの市長答弁では、行政サービスへの影響の有無について、特に給食費を例に挙げ

ていただきましたが、もう少し長期的な視点に立つと、第６次行政改革大綱の強固で弾力的な財政基盤の確立

の様々な目標にも影響すると考えております。それに対する市の認識や見通し、またその場合の対処について

の考えを伺いたいんですが、特に最近よく取り上げられる公共施設の再編の中の学校の長寿命化に対しては、

約330億円ほどかかるというお話がありますが、これも見積もったときの時点と現在では、様々な環境、変

わっておりますので、事によってはこの金額では収まらないような状況も、現実的なものになってきているの

かなというふうにも感じております。それらについての見通しやお考えを、教えていただければと思います。 

○企画財政部長（神山 尚君） 原油価格や物価の高騰が長期に及ぶ場合は、公共施設の光熱費への影響が大き

くなります。また学校施設の長寿命化に用いる建築資材につきましても、円安等の影響が長引いたりしますと、

輸入部材を中心とした価格の上昇が予想されます。仮に価格の上振れが大きく、長期に及ぶ場合、学校施設の

長寿命化に至っては、特定財源の確保がままならない状況にある中で、事業費が当初見込みを大きく上回るこ

とになれば、事業計画への影響というのも懸念されるところであります。このような状況を踏まえますと、議

員御指摘のＶＵＣＡの時代、将来予測が困難な時代におきまして、大切な視点の一つとして、財政調整基金な

どの基金をもって将来に備えるということが挙げられます。それが強固で弾力的な財政基盤の確立というもの

につながってくるわけでございます。今回の燃料費高騰という予測不可能な一つの事象に際しても、最終的に

は財政調整基金での対応が主となります。改めて一定の基金残高の確保の重要性、認識したところでありまし

て、今後も機会を捉えて公共施設等整備基金など、積立てに努めてまいりたいと考えています。 

  以上です。 
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○１４番（和地仁美君） 第６次行政改革大綱のほうでは、財政調整基金の目標金額のほうも、少し増額して目

標を立てて、日々取り組んでいらっしゃることは承知しているところです。ますます備えというかですね

─については、いつ使うか分からないじゃなくて、現実的に使う場面が幾つか想定できる中で、取り組ま

なければいけないのかなというふうに感じております。また当市においては、今後大きな財源を必要とする事

業が控えております。その時期と、このＶＵＣＡの時代が重なったということは、経費についても見積りが難

しく、何とも苦しい状況だなというのが実感ですけれども、これについては当市だけの問題ではございません

ので、先ほどの市長答弁にもございましたように、世界の情勢や経済動向などに今まで以上に注視をしていた

だいて、大変なことだとは思いますが、できる限り先手、先手で対応していただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  １点目は以上です。 

  続きまして、学校給食について再質問させていただきたいんですが、教育長答弁では、比較的価格が安定し

ている食材を使用した献立とするなど、工夫して対応していらっしゃるということでした。また今後も食材価

格の状況を確認しながら、適切に対応していくということもお答えいただきましたが、これら工夫や対応は何

を実現するためにされていることなのか、学校給食法の第２条では、学校給食の目標などが明記されておりま

すが、それらと照らし合わせた上でも、実現をするために対応を工夫していることについて、その目的を教え

てください。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 学校給食における工夫や対応でございますが、学校給食法第２条におきまし

て、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の目標が達成できるように努めなければならな

いとされております。７つの項目が示されております。その中の例えば１番、適切な栄養の摂取については、

確保することは当然のこととして対応しておりますが、その他、示されている学校生活を豊かにする点や、環

境や生産者などへの理解を深める食育に関する点、伝統的な食文化についての理解が深まるといった点につい

ても、目標を達成できるよう工夫や対応を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 学校給食法の第２条に定められている様々な目標を達成するために、日々、御努力を

いただいているところだというふうに理解いたしました。その理解はしたんですが、先ほど壇上でも述べさせ

ていただきましたが、当市の１食当たりの食材費は都内でも本当に下位です。具体的に述べますと、東京都の

教育委員会が毎年調査をしております、都内の学校給食の調査の最新報告である令和３年度のものを確認しま

すと、小学校低学年での１食当たりの食費では、全都平均が247.82円、市部平均が236.47円のところ、当市で

は210.07円と市区町村全体で最下位。小学校中学年においては、全都平均が265.49円、市部平均が251.55円の

ところ、当市では226.07円と、市区町村全体で下から２番目。小学校高学年では、全都平均が282.79円、市部

平均が266.82円のところ、当市においては245.07円と市区町村全体で下から３番目。中学校では、全都平均が

323.12円、市部平均が306.94円のところ、当市においては272.07円と市区町村全体で下から４番目という状況

です。これは現在の物価高騰以前の食材費ですが、なぜ今まで給食費を見直してこなかったのでしょうか。日

本一子育てしやすいまち、ブランドプロモーションのメインターゲット、30代の子育て世帯に対して、この給

食費が都内で最下位に近いということは、アピールポイントだと考えていらっしゃるんでしょうか、御所見を

伺います。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 給食費の見直しにつきましては、平成31年度に給食内容と給食費について、
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担当課で検討いたしまして、給食センター運営委員の皆様に状況を報告したことがございます。引き続き検討

する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症が拡大したことから、なかなか会議等の場を持つことが困難と

なり、延期しているところでございます。ただ安価で安全・安心な給食を提供できるということは、子育て世

帯の皆様に喜んでいただけている面があると認識しております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 最初の再質問で、様々実現しようと思っている点を、この食材費が高騰している中で、

日々、工夫をして対応いただいているという御答弁でしたが、市長答弁では、23区の一部の区では給食費を値

上げを、もう実現しているというようなところがあることを認識されていることが分かりました。その値上げ

をした自治体は、そもそも私たちの市の給食費よりも高いところから、さらに値上げをしているということは

現実問題としてあると思います。このたびの物価高騰に対して、給食費を見直しているその自治体においては、

値上げ分を行政と保護者で折半をする。それから、全額保護者負担とする。それから、全額行政の負担とする

という、大きく３つの方法で対応しているようですが、当市ではこの物価高騰を受けて、給食費の見直しにつ

いて、どういう方法でやるかも含めて、様々検討はもうされているんでしょうか。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） このたびの物価高騰に伴いまして、給食食材価格も高騰している状況にござ

います。確かに給食費だけでの運営は厳しい状況でありますが、現時点におきましては給食費改定ということ

ではなく、地方創生臨時交付金の活用などについて内部で検討しているところでございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 地方創生臨時交付金の活用について検討されているということで、これについての具

体的な活用方法は、今後、補正予算などで示されるので、どれぐらい給食に充てていただけるのかは、その点

で明らかになるというふうには思いますが、ぜひ工夫にも限界があると思いますので、今の東京都内の中での

当市の位置づけなども踏まえて、検討いただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思っております。 

  2005年に食育基本法が公布されて以来、給食は栄養バランスや、体の体格などの向上─体位の向上を図

ることはもちろんのことですが、むしろ各教科や特別活動、総合的な学習の時間などにおける生きた教材とし

て活用される大きな教育的意義を有するものとされています。当市の学力向上への取組強化や、学校教育の充

実を要望する声は、いまだに多く耳にするところですが、そのような観点から見ても、当市の学校給食の改善

は必須だというふうに考えています。現時点での給食の１食単価で工夫するのは、先ほども申しましたが、も

う食材の高騰以前から、現場としても限界ではなかったのかなというふうに考えておりますが、今後の給食費

の見直しについての市のお考えをお聞かせください。 

○教育部長（小俣 学君） 給食費の見直しにつきましては、先ほど課長が答弁いたしましたとおり、コロナ禍

により検討の場が持てないということで、現在中断しております状況でございます。また今年度におきまして

は、物価高騰により給食費での運営が厳しい中、保護者の皆様の負担増とならないように、交付金の活用など

も検討している状況でございますので、今すぐ見直しということは難しいかなというふうに認識をしてござい

ます。今後につきましては、食材価格の高騰の動向のほか、これまでの給食の量や質、他市の状況等を確認し

ながら、望まれる給食内容の検討を進めたいと考えてございます。そのことによりまして東大和の給食の魅力

を高め、ついては東大和市の学力向上や、学校教育の充実につながるよう努めてまいりたいと、そのように考

えてございます。 

  以上です。 
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○１４番（和地仁美君） ぜひ、よろしくお願いします。 

  先ほど東京都の教育委員会の毎年の給食の調査のことを例に挙げさせていただきましたが、現在、市内の

小・中学校にて赴任されている先生方は、都内の様々な自治体を異動していると思います。そうした先生方に、

当市の学校給食についてのアンケートなどを定期的には実施されてるのでしょうか。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 教職員を対象としたアンケートにつきましては、少し前になりますが、平成

29年の７月に児童・生徒へのアンケートと一緒に実施してございます。その際の自由意見といたしましては、

量がとても多いときと少ないときの差を感じる。彩りがもう少しあると楽しくなるのではないか。子供たちが

喜ぶメニューを増やしてほしい。以前よりメニュー内容は改善されていると感じるなどがございました。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 平成29年に実施をされたということですが、決して「井の中の蛙」にならずに、都内

を異動している教師の先生方に、当市の学校給食を評価してもらう機会を定期的に設けることが必要ではない

かなというふうに思います。今回の一般質問の通告書を見ますと、何名かの議員が給食費について取り上げて

いることが確認できてます。保護者との負担割合や、無料にしたほうがいいなどという様々なお考えがあるこ

とを私は否定しませんけれども、今の都内で一番下位の給食費である給食を無料にするということと、その給

食自体を充実させるということは、全然別のものだというふうに思っています。 

  極論、私はすごい豪華なことをしろと言っているのではなく、せめて平均の食費を使って、子供たちに小さ

い頃、充実した食に触れることができたのは、東大和の学校に行ったおかげだというふうに感じてもらえるよ

うな、教材の一部として充実をしていただいた上で、負担についてはその先の話の政策の問題ですから、私が

今回取り上げたのは、この物価高騰で、多分食費については保護者負担ありますけれども、給食センターの光

熱費も上がってると思います。様々なことに影響が出ていると思いますので、これは提案なんですが、当市の

学校給食を教育の中でどういう位置づけにして、どういうことを必ず、何ていうんでしょう、東大和市の給食

のあるべき姿というようなものを設けていただいて、先ほども申しましたが、このＶＵＣＡの時代で、物価に

おいても、これから大きな変動も考えられますので、例えば使用料や手数料の見直しのように３年に１度など、

物価が下がって食材が安くなれば少し安くするとか、もうとても物価が高騰してしまって、この食材では東大

和市が定義する学校給食が実現できないとなったら給食費を見直すというような形で、しようがないんですね、

この経済の変動については。それに合わせた形で、もう少し細かく給食費を、あるべき給食が実現できるよう

な内容で見直すというような手法も、検討いただいてもいいのではないかなというふうに思っておりますので、

ぜひとも知り合いのお子さんが、「今日は豚丼だ」って言って、朝、メニュー、献立表を見て喜んで行って、

帰ってきて、「どうだった、豚丼おいしかった。」「ニンジン丼だった。」って言われちゃったそうです。栄

養面はきちんとやって、栄養面から見たらニンジン食べるのはとてもいいことですけれども、豚丼だと言われ

て、ニンジンの間にちょこっと豚肉があるものが豚丼になってしまっているのは、ちょっとかわいそうかなと

いうふうに思いますので、そもそもが低い給食費ですから少し、もう少し検討いただいたほうがいいのかなと

思いますので、ぜひとも前向きにお取組いただければというふうに思います。 

  この項は以上です。 

○議長（関田正民君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時３２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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午後 ２時４２分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１４番（和地仁美君） それでは、２点目の人事行政について再質問させていただきます。 

  市長答弁では、行政ニーズや社会の変化などに対応できる柔軟な発想、向上心を持ち、力を発揮する職員が

必要だという課題を挙げていただきました。課題解決への取組については、１年前、同様のことを一般質問で

取り上げさせていただいた際とあまり変化はないようですが、前回から１年間たちましたので、それら取組に

よりどのような変化、すなわち効果が現れたのか、またその効果をどのように測定しているのかについてもう

少し詳細に教えてください。 

○職員課長（岩本尚史君） 令和３年度も、令和２年度に引き続きまして、コロナ対策、コロナ対応が優先とな

り、積極的な取組ができなかったのが現状でございます。コロナ対応では、職員の併任ですとか、感染拡大防

止に係る事故欠勤など職場負担もございました。ただ一方で、リスク管理ですとか、緊急対応の中で職員の柔

軟性、また創意工夫の力が鍛えられたという側面もあると、そのように認識をしております。そうした状況下

ですが、東京都をはじめ外部機関への職員の派遣を継続して、職員の能力向上に努めているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） コロナ禍により、様々、御負担もあったことというふうに思いますが、この危機によ

り、今の御答弁にもありましたように身についたこと、それから一方で浮き彫りになった課題というものもあ

ると思います。今後さらなる課題解決や組織力アップのために、新たに取り組む御予定のものは何かございま

すでしょうか。 

○職員課長（岩本尚史君） ウィズコロナ、アフターコロナへの対応策といたしまして、テレワークの試行につ

いて令和３年度末から準備をしております。現在、全庁的な試行を実施しているところでございます。職員の

モチベーションのアップ、また管理職の意識変容と職場での実践チャレンジ、そういったものにつきまして外

部講師による研修を計画をしています。また、人材育成基本方針の見直しの検討も考えてるところでございま

す。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 人材についての求める姿も変わってきていますし、時代への対応という形で人材育成

基本方針の見直しについても、手をつけられる御予定ということですので、楽しみにしております。どのよう

な内容になるのか。 

  一方で、今御答弁で外部講師による研修を計画されているということですが、この研修についてはどのよう

な目的、どういう効果を狙ってお願いして研修を実施するのか、少し内容が明らかになっているようでしたら

教えてください。 

○職員課長（岩本尚史君） 研修目的といたしましては、業務を減らせないという思考停止の状態から脱却をい

たしまして、タイムマネジメントですとか、仕事の効率化、そういったものによって職員が生き生きと働ける

職場づくりを管理職が中心となり推進をしていくと。そういった観点で、ワーク・ライフ・バランス、そうい

う考え方に基づきながらの研修内容を計画をしてるところでございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） できないって思うと、脳は止まるそうですね。それ医学的にも証明されてるそうです
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ので、この業務を減らせないということで、思考停止になってるところを解決する研修、ぜひ実現いただいて、

できるというふうに頭が切り替わるような効果を、ぜひ求めてやっていただければというふうに思っておりま

す。 

  採用についてなんですけれども、市長答弁では４月１日付で新卒者７人、既卒者を２人ですか、新たに採用

されたということですが、この採用人数というのは、目標採用人数どおり獲得できたということでよろしいん

でしょうか。 

○職員課長（岩本尚史君） 採用予定者数につきましては、若干名ということで募集をしておりまして、行政改

革大綱に定めます組織定員の範囲内で、退職により足りなくなった部分を採用目標人数と、そのようにして捉

えております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 若干名というところで、この採用ができたというふうに理解をしました。それで、今

回の採用からテストセンター方式を採用してると思いますが、これはテストで他市と、他の自治体とも一緒に

受けれるものでという形で、たしか予算委員会か何かで御説明いただいたことを記憶しておりますが、そのテ

ストセンター方式を受験された受験者数、その後、面接などいろいろやられてると思いますが、内定者数、そ

して最終的に先ほどおっしゃっていただいた人数、採用できてますが、辞退者数はどれぐらいいたのか教えて

ください。 

○職員課長（岩本尚史君） 令和３年度につきましては、７月１日付の採用がございました。その関係もござい

ますので、令和４年４月１日付の採用試験におきまして、こちらテストセンター方式での一次試験、こちらを

９月15日から29日の間に行いました。一般事務及び専門職も含めた受験者数は135人、内定者数は16人、辞退

者数は７人となっております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 半分ぐらい辞退されてしまったというところでしょうか。このテストセンター方式と

いうものでは、どのようなテストを実施しているのか、そして東大和市としては採用について、そのテスト結

果などをどういう点を重視して行われているのかについて教えてください。 

○職員課長（岩本尚史君） テストセンター方式では、教養試験を実施をしております。内容は、いわゆる公務

員の専門試験ではなく、民間企業でも実施をされている教養試験で、民間企業との併願も可能とすることで、

広く優秀な人材の確保に努めてるところでございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 民間企業でも実施されている教養試験ということでしたが、民間企業が採用している

教養試験、様々あると思いますが、多くの企業で利用されているテストにＳＰＩと、本屋さんなどに行くと、

そういう就活コーナーにもＳＰＩ対応問題集というのがいっぱい並んでますけれども、このＳＰＩ、今は第３

世代のＳＰＩ３になりますが、それをされてるんでしょうか。 

○職員課長（岩本尚史君） 教養試験におきましては、今議員のおっしゃったＳＰＩを含めて複数の試験がござ

います。当市では、その中から最適なものということで選択をして実施をしております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 最適なものということで、ＳＰＩという御答弁ではなかったので、ＳＰＩではないの

かなというふうに思いましたが、ＳＰＩは、いわゆる言語・非言語の、いわゆる学力というか、そういうのと、
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あと適性テストという３つの分野を受験することになってるんですけれども、主に応用力を試す問題が多いこ

とで有名でして、近年、こちらを採用している自治体が増えているということを報道で目にしました。先ほど

教養試験というふうに例えられていたんですが、当市で最適なものとして選んでいるその試験には、いわゆる

適性テストの部分というのは、教養だけじゃなくて、何て言うんですかね、人のキャラクターというか、適性

テストについても含まれているものなんでしょうか。 

○職員課長（岩本尚史君） 教養試験と同様に、適性検査も併せて実施をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 適性というところで2015年にですね、東大和市ではコンピテンシーモデルを活用した

人材育成などに取り組みましたという形で、Ａ３の当市の職員にふさわしいコンピテンシーは何だという表を、

私たちも配布いただいたことを記憶しております。それは、いわゆる適性、ハイパフォーマーを、どういう特

性のある人が当市においてはハイパフォーマーかということの、いわゆる指標がコンピテンシーになるんです

けれども、それについて教養試験の中での適性も図っているということですので、その当市のコンピテンシー

モデルというものも採用に活用しているのか。また、そもそもこれ人材育成のほうで活用するという御説明で

したので、育成のほうでもいまだにコンピテンシーを活用しているのか、そして採用の際もそのコンピテン

シーに照らし合わせて採用活動を行っているのかについて教えてください。 

○職員課長（岩本尚史君） コンピテンシー、あるべき理想の行動特性ということでございますが、採用におき

ましても、目指すべき職員像として、要綱の中に「熱意と使命感を持ち、市民とともに東大和の明日を開く職

員」ということでお示しをしているところでございます。またチャレンジ精神ですとか、市民協働の意識、向

上心など、その中でうたわれている、そういった基準も活用しまして、採用後の人材育成、また人事評価、新

規採用職員メンター制度も実施をしておりますので、そういった中でも活用してるところでございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 分かりました。いまだにコンピテンシー活用してるということで、最近はペルソナ、

これマーケティングのほうでも、「まち・ひと・しごと」のほうでも１回言わせていただいてましたが、理想

像と照らし合わせてというような形を、採用のほうでも取り入れられてる例もあるというので、当市のほうで

はコンピテンシー、使ってらっしゃるということで、それで足りてるのならいいんですけれども、また様々新

たなことも出てきておりますので、ぜひ調査・研究いただいてもいいのかなというふうに思っております。 

  それで、先ほど採用のところで、不足分の人を採用するという形で、目標としてやられてたということです

が、昨年はこの一般質問で、普通退職者の申出が増えるなど、人事管理上の観点から、多摩26市間における職

員交流に対し、急遽、エントリーを取り下げたという御答弁がございました。最初、この26市間における職員

交流、参加予定だったんですが、ちょっと職員の数が減って対応が難しくなって、急遽エントリーをやめたと

いう残念な御答弁があったことを記憶しております。 

  この普通退職者数については、市が条例に基づいて公表し、ホームページに掲載されております、東大和市

人事行政の運営等の状況というもので確認できますが、平成27年度は２名、平成28年度は４名、平成29年度は

４名、平成30年度は８名、平成31年度は２名、普通退職者というふうになっておりますが、令和２年度は一気

に増えて13名ということでした。まだ公表されていない、令和３年度の普通退職者数の人数について教えてく

ださい。 

○職員課長（岩本尚史君） 16名となっております。 
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  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 13名から、また16名という形で３名、増えたということですね。令和２年度と、では

令和３年度の普通退職者の方のうち、退職者がほかの公共団体、市町村、都でもいいですけれども、都府県で

もいいんですが─に転職した例はどの程度あるのか把握はされていますか。 

○職員課長（岩本尚史君） 普通退職に当たりまして、聞き取りの中の状況でございますが、令和２年度は13人

中５人、令和３年度は16人中５人ということになっております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 各５名ずつ、まあ聞き取りですのでね、答える義務もありませんので、正確な数字か

というとちょっと分かりませんけれども、お答えいただいた中ではそうだったということだと思います。この

他公共団体に転職した理由については、こちらの人事関係のほうではどのように分析をされているのかについ

て教えてください。 

○職員課長（岩本尚史君） こちらも聞き取りの中での状況でございますが、より規模の大きな団体、また就職

活動当初に希望していた団体で業務をやりたいということですとか、通勤時間の問題などがございます。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 了解しました。まあ、そうですね。最初、就職活動のときに希望していて、そこで採

用されなかったけど、今募集があってもう１回チャレンジしたいという方もいたということでしょうかね。 

  先ほどコンピテンシーで、当市におけるハイパフォーマーについての特徴というか、それについて分析をさ

れているということでしたが、このほかの公共団体に転職された元職員の方のコンピテンシーは、その当市で

設定しているハイパフォーマーの指標と合致する部分が多い方だったのかどうかについて教えてください。 

○職員課長（岩本尚史君） 当市において、一定の経験の年数、また実績がある職員ですので、そういう意味で

も一定のコンピテンシーを満たすと、そのように認識をしております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） じゃ、一定の経験がある方で、実績のある方だったということだと思います。昨今は

民間企業では、全てのステークホルダー、要するに全ての関わる人ですよね。企業でいうとお客様、株主、従

業員という形になると思いますが、それぞれの幸せには相互関係があるのだから、全てのステークホルダーの

幸せを考えて経営することが当然というふうになっています。行政においても同じで、市民の幸せをつくるの

は職員の幸せではないかなというふうに私は考えております。 

  前回の一般質問の最後では、ウェルビーイング経営という形も例に出させていただきましたが、肉体面、精

神面、そして社会的な充実を感じていると、作業効率も上がるし、離職率も減るし、様々な点で会社も従業員

も幸せだと、そしてお客様も幸せだというような経営が、昨今、それが目指すべき形ではないかというふうに

言われております。 

  地方自治法第２条第14項にある「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努

めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という考え方を実現するために

も、一番大きな鍵は職員だというふうに私は思ってます。今定例会でも様々な議員から他市の事例や、実現し

たほうがいいような提言なども出てますが、財源の問題もありますけれども、それを実現していただけるのは

職員の皆さんにかかっているというふうに思っております。 

  私、この人事関係は、何回も取り上げさせていただいていて、以前にマズローの５段階欲求のことなどで、
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どうやったら人間が満足になるかということを考えて、マネジメントしたらどうですかなどということにも触

れさせていただきましたが、仕事への満足度は、いかに楽な仕事か、楽してもうかればいいということではな

いというふうに私は思ってます。 

  多くの地方自治体が、要するに行政はそんなに給料の差というのもないと思いますし、基本的な業務は、も

う重なる部分が多いと思いますが、そうした中で多くの自治体がある中で、東大和市で職員になることのメ

リット、ここをステージにして働いたら、とてもいいですよというふうに提供できる職場ということについて

は、職場としてのアピールですね。そういうふうに誇れる点というのは、どんな点があるんでしょうか。 

○総務部長（矢吹勇一君） 当市は、日本一子育てしやすいまち、高齢者が活躍できるまちを標榜しており、そ

の志に共感を持った受験生の応募が多くあるというふうに考えております。自然が豊かで、自治体規模もコン

パクトであります。また職員同士の連帯感や横のつながりが強く、市民や職員の顔が見えやすいことから、職

員の個人の働きがいや、やりがいを実感でき、職員としての多くのメリットがあると考えております。自治体

としての魅力と、また働く場としての魅力、こういった点をしっかりと受験生にアピールして、市への愛着心

を高めていくことが大事であると認識しております。 

  以上です。 

○１４番（和地仁美君） 先ほど壇上でも述べさせていただきましたが、人口が減少しているわけでして、多く

の企業、自治体、全ての団体が人材を獲得することに非常に躍起というか、そこに投資をしていくしかないと

いう形になっております。今御紹介いただいた職場としてのアピールというのは、否定するものではございま

せんが、当市じゃなきゃできないとかね。例えば地方の村、村や町役場なども採用するわけですよね。小さい

自治体だから若いうちからこんなことを任せられるんだよという事例を出すとか、そういうなんでしょうかね、

もう少しイメージの湧くアピールというのが必要じゃないかなというふうに思います。 

  民間企業でも同業他社ってありますよね。同じ車メーカーで働いても、うちだったらこういうこと、その車

が好きだったらしようがないですけど、働き方という形で、同業他社と人を獲得するのに競争するとき、うち

ならではというものを見せないと、同じ同業他社ですから、同業なわけですから、そういうような視点も、今

後行政では人を採用していく上で必要じゃないかなと。それこそ自治体間競争という形になると思います。 

  ちなみにですね、今も投資をしていかなきゃいけないという、人材投資をするという形になってるという話

をしましたが、ちなみに当市の１人当たりの採用コスト、いわゆる採用単価って言いますが、これについては

幾らぐらいなのか。やはり学生も少なくなってますので、2019年度の民間企業の採用単価は平均が新卒は93万

6,000円、中途採用は１人当たりの採用単価103万3,000円です。これは前の年度から比べると、双方ともに30

万円ぐらい上がってんですかね。年々、人材獲得には費用はかかるようになっているようです。当市において

は、採用単価は幾らになってるでしょうか。 

○職員課長（岩本尚史君） 令和３年度の例でございます。この年度、７月採用と翌年４月採用の２回の試験を

実施しております。面接官等の人件費を除きました職員採用に係る委託料でございますが、合計で118万4,342

円となっております。こちらを全体の採用人数で割り戻しますと、１人当たり５万1,493円と、そのような数

字が出ております。 

  以上でございます。 

○１４番（和地仁美君） 採用経費には内部経費と外部経費、要するに広告掲載料であったり、例えば就職セミ

ナーのブースを借りるお金であったり、インターネットの就職サイトに掲載するといった外部に払わなきゃな
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らないお金と、会場費とかもそうですよね。あと内部のいわゆる採用に関係ない先輩が面接に出るとかいった、

そういった内部でかかるお金と、２つを足して採用人数で割り返すというのが採用単価ですけれども、行政の

場合は会場はいっぱいありますので、そこら辺は企業とは違ってお金はかからないのかなと思いますが、他市

はどうなのかなというふうにも感じてます。 

  というのは、例えばお隣の立川市さんのホームページを見ると、職員募集のホームページに、お仕事紹介、

やりがい紹介の動画が幾つか載ってます。そうすると、どんなお仕事するのかなとか、先輩のコメントとか、

そういうので、こういうイメージを持っていただける。これに幾らを、立川市さんがかけたのか分かりません

けど、そんなこともされていますし、東村山市さんでは就職説明会を新卒向けに２回、開催していて、市役所

の仕事紹介から始まり、先輩の何か紹介であったり、いわゆる企業がやってる就職説明会と同じようなことを

やられているのかなというふうに思います。 

  武蔵村山市さんでは、職員採用ＰＲ支援チームということで、毎年度、若手８名が組織してプロジェクト

チームをつくって、お仕事紹介の何ていうんですかね、ＰＲ通信というのを作ってらっしゃって、それをホー

ムページに載せて、応募される方に、うちの市で働くとこんなやりがいがありますよとか、先輩紹介であった

りとか、そんなようなものをホームページに載せてらっしゃいます。お金をかければいい人が採れるというわ

けではありませんけれども、東大和市のホームページの職員募集のページを確認しましたが、愛がないです。

仲間を迎えるという、あまりに事務的です。動画もないですし、そういった先輩のコメントもないですし、こ

の書類を出す、とにかく事務的ですね。字だけ。やりがいとかも書いてない。 

  これはお金をかけるとか、かけないとかじゃなくて、多分実際の職場には職員への愛はあると思うんですが、

愛を感じません、仲間を迎えるという。ですので、せっかく当市を受験いただいて、頑張ろうという人が増や

すようにしたいというコメントをいただいたわけですから、民間企業はもう昔からやってんですけど、ぜひ行

政も皆さんやってるところ多くなってますので、研究をいただいたほうがいいと思います。それを見ると、既

存の職員もそこを結構見るんですよね。どういう人を募集してるのかなと。例えば自分の知らない職員が、こ

んなこと、「へぇー」って言って、実はそういう採用のページって既存の職員も見るんですよね。それで気づ

くことがあったり、ああ、そういうふうに言ってるのか、そういうふうに頑張ろうというふうになったり、

様々な副産物も生まれると思うので、ぜひ研究をいただければと思います。 

  日本は欧米と違って、非常に人材の流動性が低くて、１回勤めたら定年まで勤め上げるというのが日本の文

化でしたけれども、昨今はもう民間企業では人材の流動性、高まっておりますし、一足遅れになりますけれど

も、行政でも公務員の流動性は高まってるということは話題になっているところですので、先ほど来いろいろ

質問の中で、ほかの自治体に動かれた方がいるとか、そこをどうこうということでもないですし、それは仕方

のないことだというふうに思ってますが、だからこそ魅力ある職場となるということは、いい人材が来て、そ

れは市民の福祉の向上というか、東大和市を盛り上げて、市民の満足度を向上させる一番の大本ですので、そ

こについては、よりもう少し努力をする必要があるんじゃないかなというふうに思っております。 

  また、ほかの自治体に転職された方は、別にもうそちらで頑張っていただくしかないので、どうこうないん

ですけれども、転職される若手の方というのは、一定程度の年齢で少し自分に自信がある方です。自信がある

からほかを受けてみようって思うんですよね、それで採用されるんです。自分にちょっと自信がない、もう少

しここで修行しなきゃなという人は転職しません。ですので、そういう人材をできれば手放したくないという

ふうに思います。また、そういう人が辞めた後の職場への影響も、ぜひケアをしていただきたいと思います。 
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  先ほどコンピテンシーの話で、一定程度の実績がある方だという話でしたので、そういう人が何で異動し

ちゃうんだろうって、仲間はちょっと不安になります。ですから、そういう点も人事関係の担当の職員、部署

のほうではケアをしていただいて、職場のモチベーションを下がらないようにして、新たな課題を解決できる

より強い組織を目指していただきたいと思います。 

  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、和地仁美議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 荒 幡 伸 一 君 

○議長（関田正民君） 次に、16番、荒幡伸一議員を指名いたします。 

〔１６番 荒幡伸一君 登壇〕 

○１６番（荒幡伸一君） 議席番号16番、公明党の荒幡伸一でございます。通告に従いまして、令和４年第２回

定例会における一般質問を行わせていただきます。 

  今回、私は大きく５点にわたりまして質問をさせていただきます。 

  まず１点目は、物価高騰に伴う給食費の在り方についてであります。 

  文部科学省によりますと、小麦など穀物類の価格高騰の影響を受け、自治体から給食費の値上げを避けたい

との意見や、値上げできない場合は、給食の量を減らさざるを得ないといった声が寄せられているそうであり

ます。公明党は、既に給食費値上げを決めた自治体もあることから、生活困窮者を中心に生活への影響が出て

いるとして国に対応を要請しました。その結果、文部科学省は、物価高騰に伴う学校給食費の値上げを防ぐた

め、新型コロナウイルス対応の地方創生臨時交付金を活用し、各自治体の判断で保護者の負担増を抑えること

が可能だとする事務連絡を発出しました。市議会公明党といたしましても、小中学校、保育園、幼稚園等の給

食費の負担軽減についてなど、６項目にわたり地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対策と、生活支援の拡

充を求める要望書を尾崎市長に提出いたしました。 

  そこで以下、お伺いいたします。 

  ①といたしまして、給食費の値上げ等、現在の検討状況について。 

  ②といたしまして、小中学校・保育園・幼稚園それぞれの課題について。 

  ③といたしまして、新型コロナウイルス対応の地方創生臨時交付金の活用について。 

  ④といたしまして、給食費を１か月間無償にするなど、さらなる支援について。 

  次に、２点目といたしまして、がん教育の取組についてであります。 

  「生涯で日本人が、がんになる確率は男性で65.5％、女性で50.2％と、２人に１人以上の割合だ。また年間

約38万人の死亡者数は、人口10万人当たりで米国の２倍。1990年代から減少傾向にある欧米に比べ、増え続け

ている。これは日本人が、がんの正しい知識を依然として知らないからだ。」と、東京大学大学院医学系研究

科、総合放射線腫瘍学の中川恵一特任教授はおっしゃっております。国民の死因、１位であるがんをめぐって、

新学習指導要領に基づき、全国の中学校では令和３年度から保健体育の教科書が改訂されるなど、がん教育が

本格的に始まりました。また外部講師の活用に関するガイドライン（指針）の改定によって専門医や経験者の

話は、がんへの理解を深める上で非常に重要ですが、何らかの資格や認可が必要との風潮が一部にあったため、

今回の改定では特定の資格や認定を要するものではないと明記されました。資格などよりも、心を込めて伝え

ることが最も重要だということだと思います。がんをむやみに怖がったり、誤解や偏見をなくすためにも、子
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供たちへのがん教育はとても大切です。子供たちに知ってもらうことで、家族や周囲の人たちの意識変化にも

つながります。 

  そこで、①といたしまして、健康と命の大切さを全ての子供たちに知らせる授業が必要ですが、以下それぞ

れの取組状況と現状について伺います。 

  ア、がん教育のプログラムや教材について。 

  イ、これまで担当した講師について。 

  ウ、がん教育の充実に向けた、外部講師との連携について。 

  ②といたしまして、ワクチン接種で予防できるがんの学習について、授業の中で正しい知識を身につけるこ

とが必要であると考えますが、以下それぞれの市の見解を伺います。 

  ア、Ｂ型肝炎について。 

  イ、子宮頸がんについて。 

  次に、３点目といたしまして、ＨＰＶワクチンについてであります。 

  子宮頸がんの主な原因となるヒトパピローマウイルス、ＨＰＶの感染を防ぐＨＰＶワクチン接種を個別に呼

びかける積極的勧奨が、４月から約９年ぶりに再開されました。過去の一般質問でも取り上げ、訴えさせてい

ただきましたが、子宮の入り口付近にできる子宮頸がんは、20から30歳代の女性が発症するがんの多くを占め、

国内では年間約１万1,000人がかかり、約2,800人が亡くなっています。ＨＰＶは多くの女性が一生に１度は感

染するとされるウイルスで、約９割の確率で自然に排除されますが、一部の人は子宮頸部などで感染が長期化

し、がん化します。主に性交渉で感染するため、若い世代のＨＰＶワクチン接種が望ましいとされています。

厚生労働省によりますと、16歳頃までの接種が最も効果が高いものの、それ以上の年齢でも有効性があり、明

らかな安全性の懸念は示されていないとしています。ＨＰＶワクチンの安全性については、あくまでも科学的、

客観的に評価されるべきものです。今回、最新のエビデンスで積極的勧奨が再開されることとなりましたので、

対象となる御本人と御家族に、ＨＰＶワクチン接種についての情報提供がスムーズに進むことを期待して、以

下、お伺いいたします。 

  ①といたしまして、積極的勧奨が再開されましたが、今後の進め方について。 

  ②といたしまして、接種対象者への周知方法や個別のお知らせについて。 

  ③といたしまして、キャッチアップ接種（対象者は平成９年度～平成17年度生まれ）について。 

  ④といたしまして、キャッチアップ接種の対象以前に生まれた方への対策について。 

  ⑤といたしまして、過去にＨＰＶワクチンを１回または２回接種した場合での、残りの回数の対応について。 

  次に、４点目といたしまして、コロナ禍における東大和市のスポーツ振興（環境）についてであります。 

  新型コロナウイルスは、私たちの生活に未曽有の事態をもたらしました。スポーツ活動も例外ではなく、

様々なスポーツイベント、競技大会が延期、中止を余儀なくされ、日常の運動、スポーツ活動へも大きな影響

を及ぼしました。生活は大きく変化し、心の不調、身体へも影響を及ぼしています。市民の心身の健康を守る

ため、市としてできることを取り組んでいく必要があります。心の健康のために文化芸術、体の健康のために

スポーツ活動という視点がますます大事であります。 

  そこで、以下、お伺いいたします。 

  ①といたしまして、市民がスポーツを楽しめる環境が極めて少なくなっており、改めてスポーツの意義に気

づかされましたが、今後の当市のスポーツ振興の展開など、市の見解を伺います。 
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  ②といたしまして、健康増進・認知症予防、介護予防など、運動予防医療として、また、多世代交流やコ

ミュニティーづくりのため、ウオーキングサッカーを健康づくり施策に取り入れてはどうかと考えますが、市

の見解を伺います。 

  最後に、５点目といたしまして、御遺族支援（おくやみ）ワンストップサービスについてであります。 

  内閣官房ＩＴ総合戦略室では、デジタル・ガバメント実行計画の一環として、死亡・相続ワンストップサー

ビスを推進しています。これを受けて、死亡手続に関する総合窓口である、おくやみコーナーを設置する自治

体は、僅か３年間で約28倍に急増していますが、多くの自治体では設置されていないのが現状です。御親族を

はじめ身近な方が亡くなられるのは、つらく悲しいことです。そのような中、死亡に関連する手続は多岐にわ

たり時間もかかります。御遺族の皆様には御負担も多く、何とかならないのか、ワンストップでできないのか

など、多くの声が寄せられています。 

  そこで、①といたしまして、家族が亡くなった際の手続は、御遺族は悲しみの中で行われなければなりませ

ん。手続ごとに異なる窓口を回り、申請書には何度も同じ内容の記載を求められ、手続そのものの負担だけで

なく、心の負担にもなっています。 

  そこで、以下、お伺いいたします。 

  ア、当市に提出される死亡届の年間件数について。 

  イ、死亡に伴う手続の申請書は何種類あり、提出先は幾つの窓口に分かれていますか。 

  ウ、死亡に伴う申請手続の流れと所要時間について。 

  エ、先進的に「御遺族支援（おくやみ）コーナー」を実施している自治体では、事前予約をして、手続に必

要な申請書を一括して作成するワンストップのサービスを実施していますが、このような支援は市民・御遺族

にとってどのようなメリットがありますか。 

  オ、御遺族の負担が軽減でき、窓口業務の時間削減にもつながる「御遺族支援（おくやみ）コーナー」が当

市でも必要であると考えますが、市の見解を伺います。 

  この場での質問は以上とし、再質問につきましては、御答弁も踏まえまして自席にて行わせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

〔１６番 荒幡伸一君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、物価高騰に伴う給食費の値上げ等、現在の検討状況についてでありますが、

小・中学校の給食費及び保育施設等の副食費につきましては、物価高騰に伴い、直ちに保護者の皆様の負担が

増えることがないよう、検討を進めているところであります。 

  次に、小・中学校の給食費及び保育施設等の副食費の課題についてでありますが、物価が高騰している中で、

保護者負担を増やさず、これまでどおり栄養価が高く、おいしい給食を子供たちに提供していくことが課題で

あると考えております。 

  次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用についてでありますが、国は、コロナ禍に

おきまして、原油価格や電気・ガス料金を含む、物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を、

地方公共団体が実施できるよう、地方創生臨時交付金として、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分を

創設しました。当市におきましても、この交付金について２億4,000万円の限度額が示されているところであ

ります。この交付金の活用に当たりましては、学校給食費等の負担軽減や、事業者に対する燃料費高騰の負担
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軽減など、国から示されました活用例を参考としながら、１日でも早く、市民の皆様、事業者の皆様のために

活用できるよう、全庁的な調整を進め、本議会において補正予算による対応を図ってまいりたいと考えており

ます。 

  次に、物価高騰に伴う保護者への給食費の支援についてでありますが、現在、保護者への給食費の支援につ

きましては検討しておりませんが、子供たちに必要な栄養価を確保するため、今後の物価高騰の状況等も踏ま

えながら、適切に対応してまいります。 

  次に、がん教育についてでありますが、がん教育のプログラムや教材につきましては、国が策定した、がん

対策推進基本計画を踏まえ、指導しているところであります。詳細につきましては、教育委員会から説明をお

願いします。 

  次に、ワクチン接種で予防できるがんの学習についてでありますが、Ｂ型肝炎及び子宮頸がんにつきまして

は、中学校の保健体育科の「がんの予防」という単元で学習しております。詳細につきましては、教育委員会

から説明をお願いします。 

  次に、ＨＰＶワクチンの今後の進め方についてでありますが、国の通知では、１点目として接種対象となる

方へ予診票等を個別に送付し、接種の勧奨を実施すること。２点目として、接種機会を逃した方に対しても、

予診票等の個別送付により接種を勧奨し、キャッチアップ接種を実施すること。３点目として、定期接種の期

間後に任意で接種された方に対しましては、償還払いを実施することが示されておりますが、この３点につき

ましては、区市町村の取組とされております。市としましては、国の通知に基づき、取組を適切に進めてまい

ります。 

  次に、接種対象者への周知についてでありますが、接種対象者への周知につきましては、令和４年度に接種

対象となる小学６年生から高校１年生相当の女子、約1,800人の保護者の皆様へ、接種の案内及び予診票など

の個別通知を送付いたしました。 

  次に、キャッチアップ接種についてでありますが、ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃

した方に対するキャッチアップ接種につきましては、生年月日が平成９年４月２日から平成18年４月１日まで

の女性、約3,000人を対象者として見込んでおり、今後、接種の案内及び予診票などの個別通知を送付する予

定であります。 

  次に、キャッチアップ接種の対象以前に生まれた方への対策についてでありますが、平成９年４月１日以前

に生まれた方につきましては、今回、国の通知においてワクチン接種等の対象となっていないことから、子宮

頸がんの予防としましては、子宮頸がん検診を定期的に受診することが必要となります。ワクチン接種の対象

にならない方につきましては、子宮頸がん検診の重要性について、引き続き適切な情報提供を図ってまいりた

いと考えております。 

  次に、過去にＨＰＶワクチンを１回または２回接種した場合の残りの接種についてでありますが、ＨＰＶワ

クチンは合計３回接種することとされておりますことから、１回接種したことがある方は、残り２回を接種し、

２回接種したことがある方は、残り１回接種するとされております。 

  次に、コロナ禍における今後のスポーツ振興の展開についてでありますが、スポーツの取組や鑑賞を通じて

もたらされる喜びや感動は、私たちが豊かな生活を営む上で欠かすことのできない要素であり、スポーツが持

つ役割は今後ますます重要になるものと認識をしているところであります。新型コロナウイルス感染症につき

ましては、今もなお、収束の見込みがつかない状況にございますが、全てのスポーツ事業を中止するのではな
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く、実施方法に創意工夫を凝らすなどして、市民の皆様のためのスポーツ振興を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、ウオーキングサッカーを健康づくりの施策に取り入れることについてでありますが、ウオーキング

サッカーは、接触プレーを行わず、歩いて行うルールのもと、性別の違いやサッカー経験の有無にかかわらず、

子供から高齢者まで、あらゆる世代の方々が一緒に楽しめるスポーツとして注目されているところであります。

現在、市では、ウオーキングサッカーについて、具体的な取組の予定はありませんが、気軽に取り組むことが

できるウオーキングサッカーは、世代間交流やコミュニティーづくり、健康増進や介護予防などにおいて、一

定の効果があるものと認識をしているところであります。 

  次に、窓口における死亡に伴う手続についてでありますが、当市に提出された令和３年度の死亡届の件数は

856件であります。 

  次に、死亡に伴う御遺族等の手続についてでありますが、主な窓口といたしましては、市民課、保険年金課、

介護保険課、地域包括ケア推進課等がございます。御遺族に必要な手続につきましては、死亡届の提出のほか、

亡くなった方が利用していた制度や、世帯の状況等の条件に応じ、様々なケースが考えられることから、手続

の種類、申請書の数、窓口の数を一律で捉えることは困難であります。 

  次に、死亡に伴う申請手続の流れと所要時間についてでありますが、市では御遺族が死亡届を提出する際に、

死亡に伴い必要となる手続を記載した冊子をお渡ししており、この冊子にある一覧表をもとに、各課で必要な

手続を行っていただいております。亡くなられた方や御遺族の状況により、必要な手続が異なりますが、市役

所の滞在時間は、数十分から数時間程度と認識をしております。 

  次に、事前予約によるワンストップサービスのメリットについてでありますが、市が予約を受けることによ

り、事前に必要な手続の絞り込みや、各課における準備を進めることが可能となるものであります。これによ

り、遺族におかれましては、手続が必要な窓口や手続内容を把握する手間が減り、市役所の滞在時間が短縮さ

れるなど、心理的、身体的な負担が軽減されるメリットがあるものと認識をしております。 

  次に、「御遺族支援（おくやみ）コーナー」の必要性についてでありますが、市といたしましては、窓口に

来られた方の様々な手続における負担を軽減し、何よりも御遺族の気持ちに寄り添うことが必要であると認識

しております。「御遺族支援（おくやみ）コーナー」の設置につきましては、専任職員の配置、事務スペース

の確保、他部署との横断的な連携及び経費面などに課題がありますことから、それらを踏まえ、今後、研究す

べき内容であると考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、がん教育の取組について御説明を申し上げます。健康と命の大切さを全て

の子供たちに知らせる授業の取組状況等についてでありますが、がん教育のプログラムや、教材につきまして

は、小学校の保健及び中学校の保健体育科において、生活習慣病の予防等について学ぶ際に、がんについても

扱っております。また総合的な学習の時間の調べ学習や、道徳科での題材等でも扱い、命の学習と関連させな

がら理解を深める学校もございます。扱う教材につきましては、教科書のほかに、東京都が作成しております、

がん教育に関するリーフレットなども参考としながら、児童・生徒の実態に応じた指導を行っております。こ

れまで担当した講師につきましては、養護教諭や医師、薬剤師等とも連携して指導を行っております。がん教

育の充実に向けた外部講師との連携につきましては、今年度、東大和市の医師会と連携し、全中学校でのがん
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教育における外部講師として関わっていただき、内容の充実を図っていくこととしております。 

  次に、ワクチン接種で予防ができるがんの学習に関して、授業の中で正しい知識を身につけることの必要性

についてでありますが、Ｂ型肝炎及び子宮頸がんにつきましては、中学校第２学年の保健体育科の学習である

生活習慣病などの予防の中のがんの予防を中心に学習しております。がんの予防につきましては、生活習慣病

の予防と同様に、適切な生活習慣を身につけることが有効として、適切な運動、食事、休養及び睡眠の調和の

とれた生活を実践することが重要であるとされております。また国のがん教育推進のための教材では、ウイル

スの感染が原因となるがんには、ワクチン接種により予防することができるものもあるとして、子宮頸がんの

予防に関するワクチン接種について触れております。今後、外部講師を活用した発展的な学習等において扱う

ことも考えているところであります。 

○１６番（荒幡伸一君） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、順次、再質問をさせていただきます。 

  まず、物価高騰に伴う給食費の在り方についてでございます。 

  ①給食費の値上げ等、現在の検討状況について伺いますが、小・中学校の給食の場合、光熱水費や人件費は

公費で賄われ、給食費は全て食材費に使用されているというふうに思いますが、学校給食の食材においては、

物価高騰の影響をどの程度受けているのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 学校給食食材における物価高騰の影響についてでございますが、野菜につき

ましては平均して25％程度上がっており、一番上がったのはタマネギで、昨年は１キロ当たり120から130円程

度ございましたが、今年は400から600円になってございます。ほかに肉・魚は6.5％、パンは約5.5％、牛乳が

約1.7％、その他、油等が約４％値上がりしており、全体としては約７％上がっている状態でございます。 

  以上でございます。 

○議長（関田正民君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ３時３８分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時４８分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。６月に入りまして、さらに高騰している食材などが増えてい

るかと思いますが、全体的に食材が高騰しているということは、今までと同じ給食を提供するのは難しいので

はないかというふうに考えますが、その辺りはどう対応してるのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） ただいま議員から御指摘がございましたとおり、食材が高騰した際に、同じ

献立でということは非常に厳しい状況にございます。限られた給食費の中で、価格が安定した食材を使用する

献立の検討や、例えば鶏もも肉を使うところをむね肉にして、味つけで対応したり、生の果物の代わりに、同

じようにお子様が好きなゼリーなど、そういったもので対応しているところでございます。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） いろいろと御苦労いただいてるかと思います。ありがとうございます。 

  それでは、②の小中学校・保育園・幼稚園それぞれの課題についてに移りますが、物価高騰について保育園

等から、市に対して何か相談などはありましたでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 現時点におきまして、物価高騰により安定的な保育サービスの提供について危惧す
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るような相談はございませんが、一部の施設では、光熱水費や食材料費の高騰を受け、予算の見直しを検討し

ているお話がございました。そのことから、市のほうとしましても、一定の支援の実施について検討をしてい

くところでございます。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ぜひ、よろしくお願いをいたします。 

  では、③の新型コロナウイルス対応の地方創生臨時交付金の活用についてに移ります。 

  これまでの新型ウイルス感染症の影響に加えて、ロシアのウクライナ侵攻の影響による物価高騰によって、

市民生活や中小事業者の事業運営に大きな影響が及ぶことが懸念されています。食材の高騰については、学校

給食や保育園の副食でありますが、育ち盛りの子供たちの給食水準を工夫だけで維持するのは限界となってい

ます。おいしい給食の質を維持しながら、給食費を据え置くために、ぜひともこの交付金を活用していただき

たいというふうに思います。また原油高騰による影響、とりわけガソリンや、ガスなどの燃料を多く使う中小

の事業者の影響が懸念されます。これらの事業者の負担軽減を図るべきというふうに考えます。障害福祉サー

ビス事業所や、介護サービス事業所は、送迎のための燃料費、電気、ガスの高騰に加え、食材の高騰などの影

響を受けていると聞いています。安定的な事業継続のため、この交付金を活用した支援が必要というふうに考

えます。お話しできる範囲で構いませんので、これらのことについて市の認識を伺います。 

○企画財政部長（神山 尚君） 食材の高騰によりまして、給食の現場では、食材の調達に大変御苦労されてる

と聞いてございます。こうした実態から、国は交付金の活用例として、学校給食等の負担軽減を位置づけてい

るものと考えてございます。また燃料費の高騰も目をみはるものがございまして、国の交付金活用例には、事

業者に対する燃料費高騰の負担軽減ということが盛り込まれております。交付金の名称が、コロナ禍における

原油価格・物価高騰対応分とされております。この趣旨を踏まえ、国の活用例を参考としながら、真に必要な

ところへ１日も早く交付金の効果が届くよう、本議会最終日に補正予算を提案すべく、事務を進めてまいりた

いと考えております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いをいたします。 

  地方創生臨時交付金の活用方法については、保育園や幼稚園も対象となっておりますが、保育施設等に対す

る具体的な検討状況について、お聞かせいただけますでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 保育施設に対して、今年度において保護者への経済的な負担増を実施しないことを

前提としました。保育施設運営費に対する助成金を検討しているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） 対象とする施設は、どのようになる見込みでしょうか。 

○保育課長（関田孝志君） 認可保育園と認可施設、幼稚園及び認証保育所を含む認可外保育施設を対象とする

方向で検討してございます。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） それでは、助成金の金額はどの程度を考えているのか教えていただけますか。 

○保育課長（関田孝志君） 具体的な金額につきましては検討中でございますが、施設の定員規模に応じて、金

額を設定することを考えてございます。 

  以上でございます。 
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○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございました。 

  ④に関しましては、なかなか難しいという市長の先ほどの御答弁でございましたが、日本一子育てしやすい

まちを目指している東大和市でございますので、何かこうインパクトのある、この事業展開を期待いたします

ので、御検討のほど、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、１番に関しては終了をいたします。 

  次のがん教育の取組についてに移ります。 

  コロナ禍においても、国民の死因の１位であるがんの検診を受けることは必要であり、がんについて正しく

理解するがん教育の重要性を改めて実感するところです。子供たちが、がんに対する正しい知識や、命の大切

さを学ぶがん教育の取組について伺わせていただきます。 

  まずは、①健康と命の大切さを全ての子供たちに知らせる授業についてでございますが、保健はこの体育と

セットにされ、授業時間が確保されにくいような、このイメージがございます。現状ではどのくらいの時間が

確保できているのかなど、がん教育の実施状況、現状についてお伺いをいたします。 

○指導担当課長（菅野恭子君） がん教育の実施状況、現状につきましては、小学校では主に第６学年の保健の

授業の中において２時間程度、そして中学校では、第２学年の保健体育科において、二、三時間程度実施して

おります。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） 中学校では、新学習指導要領に基づき、昨年度より保健体育の教科書が改訂され、が

ん教育が本格的に実施されたと伺っております。本格実施されたがん教育の変更点や、このポイントについて

お伺いをいたします。 

○指導担当課長（菅野恭子君） がん教育の変更点やポイントにつきましては、目標と内容の一貫性が図られた

ことや、学年や単元間の系統性が図られたこと、さらにはがんについての内容がより明確に、保健体育の中に

位置づけられたことなどが挙げられます。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） 第３期がん対策推進基本計画には、がん教育、がんに関する知識の普及啓発について、

より一層効果的なものとするため、医師やがん患者、経験者等の外部講師を活用し、子供にがんの正しい知識

や、がん患者、経験者の声を伝えることが重要であると示されております。新型コロナウイルスの影響による

検診控えや受診控えが増加し、診断の遅れが懸念されておりますが、若い頃から早期発見、治療の大切さを学

ぶことはとても重要であり、外部講師を活用したがん教育は、子供たちを通して家族への啓発にもつながり、

とても効果的であるというふうに考えます。 

  先ほどの教育長の御答弁では、今年度より全中学校において医師会と連携したがん教育を進めていくとのこ

とでしたが、効果的な外部講師の活用と留意点についてお伺いいたします。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 効果的な外部講師の活用につきましては、がんに関する科学的根拠に基づいた

理解を狙いとした授業の場合、専門的な内容を含むため、医療従事者による指導が効果的であると考えられま

す。また健康や命の大切さを狙いとした場合は、がん患者やがん経験者等による指導も効果的であると考えら

れます。留意する点につきましては、学校が主体となって企画運営を行うとともに、講師の専門性が十分に生

かせるよう指導の工夫を行い、教員と十分な連携のもと、外部講師を活用したがん教育を実施することが大切

であります。また家族や親族にがんの人がいる場合もございますので、実施対象の児童・生徒自身、そして家
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族環境等にも配慮することが重要であると認識しております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。外部講師を活用した、このがん教育は、子供たちに正しい理

解を伝えるため、また命の大切さを伝えるためにも、とても有効であるということであります。そして、やは

りこの注意をしなくてはいけないのが、今おっしゃられましたけども、家族や周りの人に闘病生活をしていた

り、また亡くなられた方がいる場合でございます。十分にその辺は配慮を、また心を配っていただきたいとい

うふうに思います。 

  では、②のワクチン接種で予防できるがんの学習に移りますが、日本対がん協会のがんサバイバーの職員、

外部講師の活動レポートを拝見させていただいたのですが、その中に中学２年生の女子生徒も、対象になるＨ

ＰＶワクチン接種についても説明、子宮頸がんの予防に有効とされる一方、接種後に発熱、痛みや腫れ、湿疹

などの副反応がまれに起こることがあると。メリットとデメリットを知った上で、接種するかしないかを判断

するようアドバイスしましたというふうにありました。外部講師の言葉には、非常に重みがあるというふうに

思いますので、プログラムに入れていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 今議員からお話がありましたとおり、外部講師による言葉や説明には重みがあ

り、大きな効果があると思います。今後、発展的ながん教育として充実していけるよう、外部講師の活用につ

いて努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ぜひ、よろしくお願いをいたします。 

  ワクチン接種で予防できるがん学習に関しては、教材として扱えるような、この資料等が多くあるかという

ふうに思います。そのような資料等を学校へ情報提供ができるのかどうか、お伺いをいたします。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 外部講師を活用した発展的な学習等において扱うこともできるよう、ワクチン

接種に関する資料等について、校長会等を活用して情報提供をしてまいります。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） よろしくお願いをしたいと思います。 

  この項、最後に、厚生労働省の冊子「ＨＰＶワクチンについて知ってください」に、国立がん研究センター、

がん情報サービス、2018年全国推計値に基づく累積罹患リスク、2019年累積死亡リスク、2019年人口動態統計

がん死亡データより、これ一クラス約35人の女子クラスとして、換算した場合というものが出ておりました。

一生のうち、子宮頸がんになる人は１万人当たり132人で、二クラスに１人くらいの割合だそうでございます。

そして、子宮頸がんで亡くなる人は１万人当たり34人で、10クラスに１人くらいの割合になるそうです。そう

考えますと、非常に罹患率が高いように感じます。それでは、子宮頸がん検診の受診数と、死亡率などについ

て、分かる範囲で結構ですので教えていただけますでしょうか。 

○健康推進課長（志村明子君） 当市におけます子宮頸がん検診の受診者数、ここ最近でございますけれども、

平成31年度は1,310人、令和２年度は955人、令和３年度は1,245人となっております。検診対象となる方のう

ち、受付期間内に申込みをされた方、全てに検診票、受診票をお送りしております。また死亡率についてであ

りますが、東京都のホームページによりますと、75歳未満年齢調整死亡率、これは年齢別の人口の偏りを是正

して直した死亡率になりますけども、それによります子宮頸がんの死亡率につきまして、平成31年は全国値が

5.1％、東京都が4.9％、当市は2.1％となっております。また令和２年につきましては、全国値が5.0％、東京
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都が5.1％、当市は2.1％となっております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。やはりこの子宮頸がんが予防できる、このＨＰＶワクチンが

大事だなというふうに思うわけでございますけども、がん教育イコールがんの知識教育といった面だけではな

く、この命を育むといった、まさに自分の命も大事、他人の命も大事といった人間教育の根幹をも学べる授業

となり得ると考えますので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、次のＨＰＶワクチンについてに移ります。 

  幾つか確認をさせていただきたいのですが、まず今年度の接種対象者には、既に個別通知を発送したとの市

長の御答弁でございましたが、キャッチアップ接種の対象者への個別通知等、今後の予定について、分かる範

囲でお聞かせください。 

○健康推進課長（志村明子君） キャッチアップ接種の対象となる方への個別通知等、今後の予定についてであ

りますが、予診票の印刷など、準備が整い次第、できるだけ早い時期に送付したいと考えております。また個

別通知発送前に、キャッチアップ接種を希望される方に対しましては、市公式ホームページにおいて予診票を

ダウンロードし、活用していただくことについて掲載しております。また、その旨を協力医療機関等に対して

通知をしております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。私も公式ホームページのほう、確認をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

  そちらのほうにも、指定の予防接種実施医療機関というのが、市の公式ホームページに掲載をされておりま

したが、副反応が起きてしまった場合の医療機関や対応について、お聞かせいただけますでしょうか。 

○健康推進課長（志村明子君） 接種後に副反応等が生じたときの対応でありますが、まずは接種を受けた医療

機関など受診することをお勧めしております。また診療を行う医師の判断により、国が指定するＨＰＶワクチ

ン接種後に生じた症状の診療に協力する医療機関が紹介される場合もあります。このほかに国は、全国を７ブ

ロックに分け、この協力医療機関の中から地域ブロック別に拠点病院を設け、ＨＰＶ感染症の予防接種に関す

る相談支援、医療体制の強化を図るとしているとのことであります。東京都におきましては、この協力医療機

関が４か所、地域ブロック拠点病院が１か所、国から指定されております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。担当する病院の対応によってかなり違うというような話も伺

いますので、ぜひそちら、その辺の御対応もよろしくお願いをしたいと思います。 

  ＨＰＶは、性交渉によって感染をします。米国や英国などでは、多くの国では公費で男性への接種も行われ

ております。その辺りの情報など、お持ちでしたら教えていただけますでしょうか。 

○健康推進課長（志村明子君） 令和２年12月４日に開催されました、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会医薬

品第二部会の議事録によりますと、ＨＰＶワクチンのうち、ガーダシルというワクチンについて、男性に対す

る尖圭コンジローマ、また男性及び女性に対する肛門がん及びその前駆病変の予防について、有効性及び安全

性が示されたことによる薬事承認の一部変更申請について、この部会で協議をされ、協議の結果、承認して差

し支えないとの判断が出され、承認が可決されております。現在、ガーダシルにつきましては、男性も任意接

種として接種することが可能となっており、接種回数は定期接種と同様に３回接種することとなっております。 
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  また海外の情報についてでありますが、この議事録によりますと、海外でのガーダシルの承認については、

令和２年８月の時点では131の国または地域で承認されており、そのうち男性に対する適用は、102の国または

地域において承認されているとのことでありました。また外国では、男女同様に子供に接種する扱いになって

いると説明されております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） 詳細にありがとうございます。私の主治医も、先日、打ってきたんだというような話

をしておりました。「男性に打つの非常に大事だから、よろしく頼むよ」ということを言っておりましたので、

市で何かできるわけではないかと思いますけども、しっかりと見ていただけたらなというふうに思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

  先ほどの市長の御答弁では、定期接種の期間後に、任意で接種された方に対しては償還払いを実施すること

とありましたが、接種証明や領収書などを提示すれば、払い戻していただけるというふうに解釈してよろしい

のか伺います。 

○健康推進課長（志村明子君） 市ではキャッチアップ接種の対象者の方のうち、ＨＰＶワクチンを既に任意接

種として接種された方に対する接種費用の償還払いにつきましては、国が示す任意接種償還払い要綱を参考に、

今後、市におきまして要綱の策定の事務を進めてまいります。国が示す要綱におきましては、償還払いの申請

及び支給の方法につきまして、接種記録の確認できる予診票や母子健康手帳などの書類や、領収証など実費を

払った事実が証明できる書類の添付が必要とされております。市におきましても、この内容に準じて要綱の内

容を定めたいと考えております。この償還払いに関する事務につきましても、今後、速やかに進めてまいりた

いと考えております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） そうしますと、過去に１回または２回、自費で接種した場合でも、この領収書などの

条件が整えば、３回とも公費で実施できるというふうに解釈してもよろしいのでしょうか。 

○健康推進課長（志村明子君） ３回の接種のうち、１回目、２回目は任意接種として、既に接種した場合には、

接種記録による接種についての確認後に、３回目の接種を公費で受けていただくことになります。また任意接

種となった１回目、２回目の接種に要した費用につきましては、その接種記録の確認と領収書の提出等により、

償還払いの対象になると認識しております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。このＨＰＶワクチンに関しては、質問は以上となります。 

  先ほど壇上でも述べましたが、このＨＰＶワクチンの安全性については、あくまでこの科学的、客観的に評

価されるべきものです。今回、最新のエビデンスで、積極的勧奨が再開されることとなりましたので、対象と

なる御本人と御家族にＨＰＶワクチン接種についての情報提供がスムーズに進むことを期待しておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

  それでは、４番のコロナ禍における東大和市のスポーツ振興（環境）に移らさせていただきます。 

  長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、マスクの着用、消毒の徹底、３密の回避、そして大型イベ

ントの相次ぐ中止や規模の縮小、公共施設の臨時休館など、私たちは様々な場面で、これまで経験したことの

ない日々を強いられることとなりました。当市で予定されていた多摩湖駅伝大会、市民体育大会、ロードレー

ス大会なども、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から相次いで中止となり、また体育施設等の
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臨時休館や、利用時間の短縮なども影響し、スポーツを楽しみたくても、スポーツを楽しめる環境が少ない、

団体によっては、組織の存続すら厳しいというような話を耳にすることがあります。このようなこともあり、

今回の一般質問に当たり、私自身、改めてスポーツの意義について考え、気づかされる機会となりました。こ

のままの状態が継続するとスポーツ人口が減少し、ひいてはスポーツそのものが衰退してしまうおそれもある

のではないかと心配しているところであります。 

  そこで、お伺いいたします。新型コロナウイルス感染症につきましては、令和４年５月22日をもって、リバ

ウンド警戒期間が終了となり、いよいよ事業の実施に向けて明るい兆しが見えてきたわけでございますが、主

立ったスポーツのイベントといたしまして、令和４年度における多摩湖駅伝大会、市民体育大会、ロードレー

ス大会について、現時点での実施予定等を改めてお聞かせいただけますでしょうか。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 令和４年度におけます多摩湖駅伝大会、市民体育大会、ロードレース大会の現

時点での実施予定についてであります。令和４年度のスポーツ振興に当たりましては、新型ウイルス感染症の

感染拡大を確認しながら、事務を進めることに違いはございませんが、多摩湖駅伝大会、それから市民体育大

会につきましては、令和４年４月28日に市、それから教育委員会、そして特定非営利活動法人東大和市体育協

会の３者で主催者会議を行い、実施することについての確認を行い、市主催のロードレース大会と併せて事務

を開始したところであります。このうち多摩湖駅伝大会につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に加

え、多摩湖の堤体強化工事に伴う影響といたしまして、これまでの多摩湖周回コースを変更して対応する必要

があります。６月中旬からおおむね月１回程度、予定で開催をいたします実行委員会において、実施方法等、

具体的な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。令和４年度の多摩湖駅伝大会と、この市民体育大会につきま

しては、既に主催者において会議が行われ、この実施に向けて事務を開始されたとのことでございました。実

施に当たりましては、当然にして新型コロナウイルス感染症の感染状況等を確認しながら、この事務を進める

ことになるだろうかというふうに思いますが、大会等の実施等における感染対策について、現時点で考えてい

ることがあれば、お聞かせいただけますでしょうか。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 大会等の実施に当たっての新型コロナウイルス感染症の対策ということであり

ますけども、具体的な検討につきましては、先ほど御答弁させていただきましたとおり、今後、開催を予定し

ております実行委員会等において検討を行うこととなります。現時点で、事務局で想定をしていることといた

しましては、いずれも密を避けるための方策となりますけども、まずエントリーの数を減らすことですね。そ

れから、記録証をウェブで配信すること。また、ナンバーカード、ゼッケンですね、それとか参加賞、こう

いったものを郵送で送付するといったものがございます。しかしながら、これらの感染症対策につきましては、

大会の種別ですね、それから経費等の問題から実施が難しい、または実施ができないといった状況も考えられ

ますので、今後、慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。大会等の実施に当たっては、これまで必要がなかったこの感

染症対策が必須となり、事務の負担、また金銭面での負担も大きいかとは思いますが、参加者の安全・安心を

第一に考え、御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  また、もう一つ、この懸念される事項といたしまして、この人事異動等により経験のある職員が異動してし
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まい、これまで培われてきたノウハウや経験が失われる、または経験のないまま次の職場に異動してしまうと

いったような、この不安材料があろうかというふうに思います。対応状況等、お聞かせいただけますでしょう

か。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 人事異動等により経験者が異動し、これまで蓄積されていたノウハウ、それか

ら経験等が失われてしまうということにつきましては、事業主管課といたしましても、大きな課題、懸念とい

うことで受け止めているところであります。一方で、定期的な人事異動は、組織の活性化であったり、人事交

流の面からも必要とされ、このたびの新型コロナウイルス感染症を起因とするイベントの中止について言えば、

生涯学習課のみならず、多くの課であったり、多くの組織が抱える問題であるというふうに認識をしていると

ころであります。引継ぎの資料を確認することはもちろんでありますけども、過去の資料を読み解き、また経

験者からのアドバイスをいただいたり、そして先ほど来、申し上げていますとおり、特定非営利活動法人東大

和市体育協会、それから東大和市陸上競技協会、その他スポーツ関係団体等の協力もいただきながら、事務に

遺漏のないよう大会等の実施に向けて準備を進めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。コロナ禍の空白のこの２年から３年という月日は、本当にこ

のスポーツ振興、スポーツ界にも、大きな影響を及ぼしたものと改めて痛感させられました。先ほど来、市の

スポーツ行政の苦労につきましては、いろいろとお伺いをしたところでございますが、この状態が続くと、私

といたしましては、地域で活動されているスポーツ団体も先細ってしまい、最終的には地域スポーツ振興その

ものが衰退してしまうのではないかというふうに、心配してるところでございます。地域スポーツ団体の現在

の状況等、何かこの市のほうで把握されてることがありましたら、お聞かせいただけますでしょうか。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 地域スポーツ団体の活動状況などについてでありますけども、体育協会をはじ

めとする地域スポーツ団体におかれましては、これまでの度重なる新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言、

それから体育施設等の臨時休館、利用時間の短縮などの影響により、様々制約を受ける中で、相当の御苦労が

あったというふうに考えているところであります。一方で、先日、体育協会の役員の方とお話をさせていただ

く機会がございましたが、ここ２年間、書面で実施をしておりました通常総会については、令和４年度にあっ

ては対面形式で、やっと実施することができ、令和４年度こそは実施できる事業を一つでも増やしていきたい

ということで、お話も伺っているところであります。市といたしましては、地域スポーツ団体の活動なくして、

市のスポーツ振興は図れないというふうに考えておりますので、引き続き必要な支援等を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いをいたします。 

  令和４年度、数多くのこのスポーツイベントが実施できるよう、私自身も期待を込めて今回質問をさせてい

ただきました。二、三年というブランクを空けての実施ということもあり、再開となれば参加者の期待も大き

いものというふうに思われます。伝統ある大会等の実施に向けて、御尽力いただければというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、次の項目のウオーキングサッカーに移らさせていただきます。ウオーキングサッカーは、イギリ

ス発祥のスポーツで、名前のとおり歩いてプレーし、身体に負担をかけず誰もが取り組めるスポーツでありま

すことから、海外ではシニア世代を中心に活動が行われてるようでございます。先ほど市長のほうからは、現
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在、市におかれましてはウオーキングサッカーについての具体的な取組予定はないとのことでしたが、世代間

交流や、コミュニティーづくり、健康増進や介護予防などにおいて、一定の効果があるものと認識している旨、

御答弁をいただいたところでございます。とりわけルールが簡単で、激しい接触プレーを行わないウオーキン

グサッカーは、身体に強い負担や負荷をかけないことから、健康スポーツとしての領域で注目されてるものと

認識しています。 

  そこで、お伺いいたしますが、市では健康増進、介護予防といった施策の推進が進められておりますが、そ

れぞれの領域にウオーキングサッカーを取り入れてみてはいかがかというふうに思いますが、市の見解をお伺

いいたします。 

○健康推進課長（志村明子君） 現在、市におきましては、健康増進及び介護予防を目的に、健康ウォーキング

マップや、元気ゆうゆう体操などを中心に、身体活動に関する取組の推進を図っているところであります。こ

のことから、現時点ではウオーキングサッカーに取り組む予定はございませんが、ウオーキングサッカーは、

運動習慣のない方や、体力に自信のない方にとりましては、取組やすいスポーツである一方で、実施するには

チームの編成や指導者及び運動場の確保など、多岐にわたる課題があると認識しております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。健康増進、介護予防といった施策に焦点を当てて質問させて

いただきました。ウオーキングサッカーについては、イギリスにおいて55歳以上の高齢者の健康のために行っ

たのが、現在のルールの原点とも言われております。メジャーなスポーツと比べると、ウオーキングサッカー

はまだまだなじみの薄いスポーツではありますが、これからの時代に見合ったスポーツであると受け止めてい

るところでございます。現時点では、健康増進、介護予防といった視点では、ウオーキングサッカーに取り組

む予定はないということでございましたが、ウオーキングサッカーの認知度を上げるという意味で、まずは市

においてウオーキングサッカーの普及・啓発というところから取り組み始めていただきたいと思いますが、そ

の点についていかがでしょうか。 

○生涯学習課長（高田匡章君） ウオーキングサッカーの普及・啓発についてであります。把握できております

範囲において、当市でウオーキングサッカーが行われたといったことは、お聞きしたことはございませんけど

も、令和３年度、東京都のスポーツ推進協議会というところで、ニュースポーツ研修会といたしまして、区市

町村のスポーツ推進委員を対象としたウオーキングサッカーに関する研修会が行われたことがございます。研

修会の当日、当市は市主催のほかのイベントと重なっておりまして、委員を研修会に派遣することはできませ

んでしたが、研修会の報告資料等を回覧するなどして、研修情報の共有を図ったところであります。 

  スポーツ推進委員につきましては、スポーツイベント、それから大会実施時における事業の協力に加えまし

て、ボッチャであったり、ラダーゲッターといったようなニュースポーツの指導、それからスポーツ全般の普

及啓発といった活動も行っておりますので、今回のウオーキングサッカーにつきましては、御提案として受け

止めさせていただきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。まずは、このニュースポーツとして、ウオーキングサッカー

についての取組を期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

  今回の一般質問では、コロナ禍で大きく制限を受けたスポーツ振興、スポーツ環境について取り上げさせて

いただきました。とにかく、必要以上に家を出ることができずに、体を悪くしてしまっている方や、外との交
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流が面倒くさくなってしまっている方が、せめてこのコロナ前のように、人と会うきっかけになり、体を動か

しながら、笑顔があふれる東大和市になりますことを期待して、次の項目に移らさせていただきます。 

  それでは、最後の項目、御遺族支援（おくやみ）ワンストップサービスについてでございますが、通告書に

も書かせていただきましたが、御家族が亡くなった際の手続は、御遺族は悲しみの中で行わなければなりませ

ん。手続ごとに異なる窓口を回り、申請書にも何度も同じ内容の記載を求められ、手続そのものの負担だけで

なく、心の負担にもなっています。多くの市民の方から、手続は役所だけではないし、時間がかかり過ぎると

のお声をいただいております。何とか解消できればと思い、質問させていただきます。 

  まずは、アの死亡届の年間件数についてでございますけども、令和３年度の死亡届の件数は856件と、市長

の御答弁にございましたが、手続のために市役所に訪れる御遺族の方も、同様の件数と見ていいのかどうかお

伺いをいたします。 

○市民課長（長井素子君） 死亡届の件数は、当市に届出があった件数で、他の自治体にお住まいの方も含まれ

ております。また当市にお住まいの方が、他の自治体に届出される場合もございます。令和３年度にお亡くな

りになった市民の方は932人のため、手続が必要な件数と見ますと932件でございます。 

  以上でございます。 

○１６番（荒幡伸一君） 年間でかなりの人数の方が、手続があるというふうに理解をいたしました。 

  それでは、イとウにもまたがりますが、手続を行う窓口の数につきまして、亡くなられた方の状況により、

手続の種類や書いていただく申請書も異なるとのことですが、例えば先ほど市長の御答弁にありました主な窓

口として挙げられた課の窓口などを回った場合については、どのような手続があるのか、お聞かせください。 

○市民課長（長井素子君） 主な窓口として挙げました市民課、保険年金課、介護保険課、地域包括ケア推進課

では、死亡届の提出、健康保険証、葬祭費、介護保険証に関する手続などがございます。相続人代表者指定届

など、税に関する手続も加えますと、おおむね６つの窓口で手続をしていただくことになります。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） おおむね６つの窓口で手続があり、またその方の事情によっては、それ以上になるこ

とというふうに思います。悲しみの中にある御遺族にとって、やはり御負担になるというふうに思われます。

死亡届提出の際に、冊子をお渡しし、御遺族の方はその冊子にある一覧表をもとに手続を行っていると、市長

の御答弁にありましたが、そのことについてもう少し詳しくお聞かせいただけますでしょうか。 

○市民課長（長井素子君） 令和２年６月より、死亡届の提出の際、おくやみガイドブックという冊子をお渡し

しております。ガイドブックには、おくやみ手続き一覧という一覧表があり、必要な手続や手続期限、担当課

などを御確認いただけます。死亡届の提出は、代理の方により行われることが多く見受けられ、御遺族の方は

市役所への手続に先立ち、代理の方からガイドブックを受け取り、手続内容を確認して来庁されることも多く、

各窓口において比較的スムーズな御案内ができているものと認識しております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。同僚議員の一般質問をきっかけに、このおくやみガイドブッ

クを作成いただいたことで、あらかじめ御遺族が必要な手続を確認できるようになったことというふうに思い

ます。大変役立つ冊子を作成いただいたものと感謝をしております。実際、市役所で、先ほどのおおむね６つ

の窓口で各手続を行う場合、何枚ぐらいの申請書に記入をしていただき、全ての窓口を回るための所要時間は

どれぐらいかかるものなのか、お伺いをいたします。 
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○市民課長（長井素子君） おおむね６つの窓口で、７枚から９枚の申請書を記入していただきます。亡くなら

れた方や、御来庁いただいた方の状況により異なりますが、市役所の滞在時間は、この手続の種類であります

と、おおむね１時間から２時間あまりと認識をしております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。１時間から２時間ということでございましたが、それではエ

のワンストップサービスのメリットに移りますけども、静岡県の湖西市を例にお伺いをさせていただきます。

湖西市では、パソコンやスマートフォンから、１週間前までに事前予約することにより、手続当日はほぼ１か

所の窓口で手続を完了することができる、このおくやみワンストップサービスを実施しております。ワンス

トップサービスのメリットにつきましては、先ほど市長からも御答弁をいただきましたように、御遺族の方の

負担軽減という点で御認識いただいておりますが、おくやみコーナーとなると様々な課題があるとのことでご

ざいました。そうしますと、例えばおくやみコーナーでなくとも、どこかの課の窓口で事前予約を受けて、印

字された申請書を一括で御遺族の方に渡すまで行うというような方法もあるかというふうに思いますが、その

点についてどのようにお考えなのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○市民課長（長井素子君） 事前予約が行われた場合においては、市は御遺族の方が来庁される日までに必要な

手続を把握して準備することができ、当日はスムーズな御案内ができるものと認識しております。一方で、事

前予約から申請書類のお渡し及び御案内までを１か所で行うためには、やはり専任の配置などが必要と考えて

おりますことから、事前に準備した申請書を一括で、一課にまとめておく方法におきましても、人員確保、費

用等の課題を踏まえる必要があると認識しております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。市民にとって、とてもこのメリットがありますし、市の業務

にとってもメリットがあるというふうに思いますので、ぜひ前向きに御検討いただきますよう、よろしくお願

いをいたします。 

  次に、おくやみコーナーについてでございますが、昨日の読売新聞、多摩版に狛江市の取組が紹介されてお

りましたが、おくやみコーナーを設置している近隣市について、教えていただけますでしょうか。 

○市民課長（長井素子君） 立川市、八王子市、狛江市でございます。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございます。近隣でも増えてるということが確認できましたけども、最後

に「御遺族支援（おくやみ）コーナー」の今後の展望について、市の見解を伺えればと思います。 

○市民環境部長（田村美砂君） おくやみコーナーの設置につきましては、御遺族の方の手続の負担を軽減でき

るものであり、市民サービスの向上や、事務の効率化が図られるものと認識をしているところでございます。

現状におきましては、課長からも答弁いたしましたが、各手続を理解する専任職員の配置や、現状の庁舎での

スペースの確保、それから費用の問題など、解決すべき課題が様々ありますことから、引き続き調査・研究を

してまいりたいと考えております。現行におきましては、これまで同様、御遺族のお気持ちに寄り添い、ガイ

ドブックの活用も図りながら、丁寧な対応を心がけてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○１６番（荒幡伸一君） ありがとうございました。悲しみの中、この手続に慣れていない御遺族の方が、多く

の手続を長時間、行うことの負担が軽減されるように、今後も一括して申請書を作成できるサービス等、御遺
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族に寄り添う市民サービスが向上することを要望いたしまして、今回の私の一般質問を終了させていただきま

す。 

  ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、荒幡伸一議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議長（関田正民君） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれをもって延会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（関田正民君） 御異議ないものと認め、これをもって延会といたします。 

午後 ４時３７分 延会 

 


