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午前 ９時２９分 開催 

○議長（関田正民君） ただいまから決算特別委員会を開催いたします。 

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

○議長（関田正民君） ９月６日及び本日の開会前に決算特別委員会理事会が開催されましたので、決算特別委

員会理事長より報告を求めます。 

〔決算特別委員会理事長 東口正美君 登壇〕 

○決算特別委員会理事長（東口正美君） おはようございます。 

  去る９月６日及び本日の開会前に決算特別委員会理事会を開催し、決算特別委員会の議事運営について協議

を行い、決定いたしました事項について御報告申し上げます。 

  まず、委員会日程でありますが、本日９月15日、９月16日の２日間といたします。 

  会議時間につきましては、午前９時半から午後５時までといたします。ただし、会議時間を延長する場合は、

事前に理事会を開催し、調整を行うことといたします。 

  正副委員長の互選につきましては、指名推選の方法により行います。 

  正副委員長の互選後、第39号議案から第45号議案までの７議案を一括議題とし、説明につきましては、６会

計決算に伴う市政報告を市長から、監査委員による審査結果報告を代表監査委員からお願いいたします。 

  なお、議会選出の監査委員につきましては、代表監査委員による報告までの間、説明員席に着席することと

なります。 

  また、本来ならば一般会計及び４特別会計並びに下水道事業会計の内容説明を会計管理者から、第45号議案

についてはまちづくり部長が行う予定でありましたが、事前に各会計の説明内容及び第45号議案については提

案理由の説明が文書で配付されたことにより、説明は全て省略することといたします。 

  なお、説明内容の文書は、委員会記録の巻末に掲載することといたします。 

  審査につきましては、総括質疑、一般会計の歳入一括審査、一般会計の歳出款別審査、特別会計の歳入歳出

一括審査、下水道事業会計の収入支出の一括審査の順で行い、第45号議案については質疑、採決の順で行いま

す。 

  質疑の回数につきましては、総括質疑、一般会計の歳入一括審査、一般会計の歳出款別審査、特別会計の歳

入歳出一括審査、下水道事業会計の収入支出一括審査、第45号議案の審査それぞれの審査において、同一委員

について２回までといたします。 

  また、質疑については簡潔に行うこととし、答弁についても的確かつ簡潔に行うよう求めます。 

  討論につきましては、委員会で行わず、７議案全て本会議で行うことといたします。 

  採決につきましては、第39号議案から第44号議案については会計ごとに、第45号議案については質疑終了時

に行います。 

  また、委員会において資料要求があった場合につきましては、理事会で取扱いを協議し、決定いたします。 

  そのほかといたしまして、30分ごとに５分、10分休憩を行う等については、本会議と同様に行うことといた

します。引き続き、演壇及び議員席並びに説明員席に飛沫感染防止パネルを設置し、全員協議会室における新

型コロナウイルス感染防止対策といたします。 

  会議出席者については、委員会の過半数の出席を確保した上で、そのほかの委員（質疑を行わない委員）は

会派控室で音声を聞くことで、会議に出席したとみなし、全員協議会室における３密対策といたします。 
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  慣例として行っている正副委員長の就任の挨拶については、全員協議会室における３密対策等を勘案し、省

略することといたします。 

  説明省略の際の説明文、理事会の資料、市長の市政報告については、タブレットに掲載し、紙資料の配付は

行わないことといたします。 

  最後に、質疑を行わない委員の退室についてでございますが、委員会初日である本日につきましては、正副

委員長の互選等がありますので、正副委員長の互選、市長の市政報告及び監査委員の審査結果報告の終了後に

退室される委員は会派控室に移動をお願いいたします。 

  また、委員会２日目の９月16日金曜日につきましては、本会議における一般質問と同様に、開会の時点では

全委員が着席していただき、開会の後、退室される委員は会派控室に移動をお願いいたします。 

  なお、採決がございますことから、各会計決算において全ての質疑が終了するまでには、全委員が着席して

いただきますよう併せてお願いいたします。 

  以上で決算特別委員会理事会の報告を終わります。 

〔決算特別委員会理事長 東口正美君 降壇〕 

○議長（関田正民君） 以上で決算特別委員会理事長の報告を終了いたします。 

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

午前 ９時３５分 開議 

○年長委員（関田正民君） ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 

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

○年長委員（関田正民君） 委員会条例第10条第２項の規定により、年長の私が委員長が選出されるまでの間、

委員長の職務を行います。 

  これより決算特別委員会委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  決算特別委員会委員長の互選につきましては、会議規則第116条第５項の規定により、指名推選によりたい

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〕 

○年長委員（関田正民君） 御異議ないと認め、さよう決します。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法につきましては、年長委員において指名することに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〕 

○年長委員（関田正民君） 御異議ないと認め、さよう決します。 

  それでは、決算特別委員会委員長に森田真一委員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました森田真一委員を当選人と定めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○年長委員（関田正民君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  ただいま委員長に当選されました森田真一委員が在席しておりますので、会議規則第117条の規定で準用す
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る会議規則第31条第２項の規定により、本席より当選の告知をいたします。 

  本来ならば慣例として、ここで委員長就任の挨拶を行っておりますが、時間短縮をし、全員協議会室におけ

る３密対策とするため、委員長就任の挨拶を省略いたします。 

  委員長が決定しましたので、職務を解かせていただきます。 

〔年長委員退席、委員長着席〕 

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

○委員長（森田真一君） それでは引き続き、決算特別委員会副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  決算特別委員会副委員長の互選につきましては、会議規則第116条第５項の規定により、指名推選によりた

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〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法につきましては、委員長において指名することに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〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  それでは、決算特別委員会副委員長に床鍋義博委員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました床鍋義博委員を当選人と定めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  ただいま副委員長に当選されました床鍋義博委員が在席しておりますので、会議規則第117条の規定で準用

する会議規則第31条第２項の規定により、本席より当選の告知をいたします。 

  本来ならば慣例として、ここで副委員長就任の挨拶を行っておりますが、時間短縮し、全員協議会室におけ

る３密対策とするため、副委員長就任の挨拶を省略いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 第39号議案 令和３年度東大和市一般会計歳入歳出決算の認定について、第40号議

案 令和３年度東大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、第41号議案 令和３年度東

大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、第42号議案 令和３年度東大和市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、第43号議案 令和３年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について、第44号議案 令和３年度東大和市下水道事業会計決算の認定について、第45号議案 令

和３年度東大和市下水道事業会計剰余金の処分について、以上７議案を一括議題に供します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  初めに、市長より６会計決算に伴う市政報告を求めます。 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 皆様、おはようございます。 
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  令和３年度一般会計、特別会計及び下水道事業会計の決算の御審議をいただくに当たり、その概要と市政の

状況について御報告申し上げます。 

  最初に、一般会計の状況について申し上げます。 

  令和３年度は、新型コロナウイルス感染症に対応しながら、「日本一子育てしやすいまち・シニアが活躍で

きるまち」を目指し、子ども・子育て支援施策の充実、教育施策の充実、健康・福祉施策の充実などを推進し

てまいりました。 

  歳入歳出決算額につきましては、令和２年度に実施した特別定額給付金事業の反動減により、歳入が前年度

比10.9％減の394億6,597万4,459円、歳出が13.9％減の364億2,785万7,762円となるなど、前年度と比較して大

幅に減少しました。 

  歳入歳出差引額は30億3,811万6,697円となり、繰越明許費により翌年度へ繰り越すべき財源１億2,573万

2,654円を差し引いた実質収支額は29億1,238万4,043円の黒字となりました。 

  令和３年度における主な事業につきまして、施策ごとに申し上げます。 

  まず、新型コロナウイルス感染症対策としましては、国や東京都からの財源を活用し、新型コロナウイルス

ワクチン接種の実施や自宅療養者への食料品等の配送支援、公共施設のトイレの洋式化や水道の自動水栓化な

どによる感染防止対策、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金などの支給、市内店舗等の活性化のためのキャッシュレス決済に

よる消費活性化事業などを実施してまいりました。 

  子ども・子育て支援施策の充実につきましては、待機児童の解消を目的として、谷里保育園の分園の新設や

大和南保育園の移転を実施するとともに、保育士等の確保対策として、保育士宿舎借上補助や保育補助者雇上

補助等を引き続き実施し、乳幼児の受入れ体制の安定化に取り組みました。 

  また、施設型ショートステイ事業を新たに実施し、保護者が出産等の事由により一時的に児童の養育が困難

となった家庭に対する支援の幅を広げ、子育て環境の充実を図りました。 

  教育施策の充実につきましては、児童・生徒１人１台端末を活用した「個別最適化された学び」の充実を図

るため、学校にＩＣＴ支援員を新規で配置したほか、少人数学習指導員やティームティーチャーを継続して配

置し、学習環境の向上や個に応じたきめ細やかな事業を実施しました。 

  また、特別支援教室及び特別支援学級の就学相談者の増加に対応するため、心理相談員の体制の充実やいじ

め、不登校等の生活指導上の問題を抱える児童・生徒への支援として、スクールソーシャルワーカー、スクー

ルカウンセラーを引き続き配置し、児童・生徒の健全育成に努めました。 

  学校給食に関しましては、引き続きアレルギー除去食の対応や地場野菜を活用した給食調理の実施など、食

育の充実に取り組み、安心・安全な学校給食の提供に努めました。 

  旧日立航空機株式会社変電所につきましては、令和２年度から実施しておりました保存・改修工事が完了し

たため、施設の内部展示及び公開日を増やしたことに加え、攻撃を受けた２月17日にライトアップを新たに実

施するのと、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に語り継ぐ取組を実施しました。 

  健康・福祉施策の充実につきましては、市民の皆様の健康増進に寄与する取組として、産官学民の連携によ

る快腸プロジェクトを実施したことや、介護予防の推進を図るため、認知症ガイドブックを配布し、認知症に

対する正しい知識の普及啓発促進や認知症診断を実施しました。 

  また、高齢者の介護予防活動等において、感染防止に対する支援を行い、シニアが活躍するための基盤づく
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りを推進しました。 

  その他の施策としましては、市内の商工振興に関しまして、中小企業大学校東京校及び東大和市商工会と連

携して、東大和市創業塾を実施し、創業希望者への支援を行うとともに、活気ある商店街づくり事業において、

空き店舗活用や商店街を活性化するためのワークショップの開催に対する支援をするなど、関係機関と連携し、

市内産業の振興を支える取組を進めました。 

  地域の安全・安心に関する施策に関しましては、大雨時の浸水被害の軽減を図るため、雨水浸透施設の設置

や主要排水管の清掃を実施するとともに、東大和市空家等対策計画の策定に向けて、計画の骨子となる東大和

市空家等対策の基本的な方針（案）を策定しました。 

  これらの施策に加え、納税管理及び徴収補助等業務委託の実施により、徴収業務の効率化を図るとともに、

市税等の収納率の一層の向上に努めました。 

  そのほか、主な投資的事業として、庁舎空調設備更新工事、民間保育園等施設整備補助、地域幹線道路等の

舗装補修工事、都市計画道路３・４・17号線用地買収、小中学校水道蛇口自動水栓化工事、旧日立航空機株式

会社変電所保存・改修工事、旧学校給食センター解体工事を実施しました。 

  続いて、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。 

  令和３年度決算額は、歳入が前年度比4.6％増の90億2,526万8,691円、歳出が3.4％増の86億3,874万8,644円

となり、歳入歳出差引額は３億8,652万47円の黒字となりました。 

  国民健康保険は、市民の健康と生活を守る重要な役割を担う事業であります。引き続き被保険者の健康の保

持・増進に取り組むとともに、東京都や関係団体と連携を図りながら、財政健全化計画に基づき、安定的な事

業運営となるよう努めてまいります。 

  次に、土地区画整理事業特別会計について申し上げます。 

  令和３年度決算額は、歳入が前年度比76.8％減の201万8,195円、歳出が75.8％減の179万4,419円となり、歳

入歳出差引額は22万3,776円の黒字となりました。 

  今後は、令和４年度末の事業終了に向けた事務を進めてまいります。 

  次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。 

  令和３年度決算額は、歳入が前年度比1.8％増の77億7,573万9,142円、歳出が７％増の74億2,843万137円とな

り、歳入歳出差引額は３億4,730万9,005円の黒字となりました。 

  令和３年度は、第８期の事業計画の初年度でありますが、第８期におきまして、被保険者の負担能力に応じ

てきめ細かく対応する保険料を設定したところであります。引き続き介護予防事業の充実に取り組むとともに、

適正な事業運営に努めてまいります。 

  次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。 

  令和３年度決算額は、歳入が前年度比1.4％増の22億1,705万7,696円、歳出が２％増の21億8,517万4,056円と

なり、歳入歳出差引額は3,188万3,640円の黒字となりました。 

  高齢者の方が安心して医療を受けることができるよう、引き続き東京都後期高齢者医療広域連合や構成区市

町村と連携を図り、国の動向を注視しながら、適正な事業運営に努めてまいります。 

  次に、下水道事業会計について申し上げます。 

  令和３年度決算額は、収益的収入が前年度比8.3％減の16億5,529万1,262円、収益的支出が6.3％減の15億

7,596万9,997円となり、資本的収入が3.1％減の５億6,857万6,120円、資本的支出が1.6％減の10億6,294万
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1,164円となりました。 

  下水道事業は、供用開始から37年目となりますが、今後も下水道施設の適切な維持管理及び長寿命化のため

のストックマネジメント事業に取り組むとともに、効率的かつ安定的な経営に努めてまいります。 

  令和３年度の日本経済でありますが、国は、年次経済財政報告で感染拡大に伴う緊急事態宣言が断続的に発

出されてきたことから、経済は景気回復局面にあるものの、その歩みは緩やかであるとしております。また、

令和３年度末の月例経済報告によりますと、景気は持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス

感染症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さが見られると報告されております。 

  このような国の経済状況の中、市におきましては、市民の皆様の命と健康を守るため、新型コロナウイルス

ワクチン接種をはじめとする感染症対策に取り組んだほか、「新しい生活様式・日常の定着」の実践を前提と

して、これまで実施してきた事業の内容や実施方法等を精査し、限られた財源を有効活用するなど、将来にわ

たって活力あるまちであり続けるための取組を進めてまいりました。 

  令和３年度決算における財政指標でありますが、財政健全化法に基づく各指標に関しましては、健全性が保

たれた内容となりました。また、経常収支比率は経常一般財源が増加したことに伴い、前年度比で1.3ポイン

ト減の90.8％となりましたが、扶助費や物件費などの経常経費に充当した一般財源についても増加しているた

め、その動向に留意する必要があります。 

  また、基金残高につきましては、財政調整基金は約25億9,300万円となり、不測の事態に対し一定の金額を

備えることができました。 

  公共施設等整備基金につきましても約29億3,900万円と積み増すことができましたが、学校施設長寿命化計

画をはじめとする公共施設の老朽化対策について、多額の費用がかかることから、その対応に当たって、市財

政の負担が集中しないよう一層の積み増しが必要であるものと考えております。 

  さらに、市財政につきましては、少子高齢化や人口減少の進展に伴う市税等の減収や社会保障関係経費の増

加など、今後も厳しい財政状況が続くものと考えております。 

  私としましては、「日本一子育てしやすいまち・シニアが活躍できるまち」を目指し、市民の皆様が将来に

わたって住み続けたいと思っていただける魅力あるまちづくりのため、市民サービスの一層の向上に努めてま

いりたいと考えております。そのためには、長期的な視点に立ち、効果的・効率的な行財政運営を行っていく

必要があると考えております。 

  つきましては、市議会並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜り、東大和市の発展に今後も尽力していく所

存であります。 

  以上でございますが、令和３年度決算の概要等について御報告申し上げました。 

  各会計の内容の説明につきましては、事前に説明内容を記載しました一般会計、４つの特別会計及び下水道

事業会計の決算の説明を配付させていただいておりますので、その説明を省略させていただきます。 

  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○委員長（森田真一君） 以上で６会計決算に伴う市政報告が終わりました。 

  ここで監査委員による審査結果について報告を求めます。 

〔代表監査委員 三ツ寺俊行君 登壇〕 

○代表監査委員（三ツ寺俊行君） おはようございます。監査委員の三ツ寺でございます。 
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  代表監査委員といたしまして、令和３年度東大和市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査結果につ

いて御報告申し上げます。 

  この審査は、一般会計及び各特別会計並びに基金運用状況等においては、令和４年７月８日に地方自治法第

233条第２項及び同法第241条第５項の規定に基づき、また下水道事業会計においては、令和４年６月６日に地

方公営企業法第30条第２項の規定に基づき、市長より審査に付されたものでございます。 

  審査の概要は、お手元に配付してあります意見書のとおりでございますが、改めて御説明申し上げます。 

  審査の期間でありますが、一般会計及び各特別会計並びに基金運用状況等は令和４年７月８日から令和４年

８月23日まで、また下水道事業会計は令和４年６月６日から令和４年８月23日まででございます。 

  審査の対象は、令和３年度東大和市一般会計歳入歳出決算、令和３年度東大和市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算、令和３年度東大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、令和３年度東大和市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算、令和３年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、令和３年度東大和市下

水道事業会計決算、令和３年度各基金の運用状況を示す書類、令和３年度東大和市決算附属書類、以上でござ

います。 

  審査に当たりましては、各会計決算書類及び基金の運用状況を示す書類等が法令に基づいて作成されている

かを確認するとともに、決算の計数が誤りがないかを検証するため、関係諸帳簿、証拠書類との照合等を通常

実施すべき手続により実施いたしました。 

  結果について御報告申し上げます。 

  審査に付された各会計決算書類及び基金の運用状況等を示す書類等は、関係法令に基づいて作成されており、

決算計数は関係諸帳簿、証拠書類とも符合し、各会計、基金ともに誤りのないものと認められました。 

  また、予算執行も適正に行われており、これに伴う会計事務も適正に処理されていることが認められました。 

  以上、令和３年度東大和市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査の報告とさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

〔代表監査委員 三ツ寺俊行君 降壇〕 

○委員長（森田真一君） 審査結果について報告が終わりました。 

  ただいまの報告に対する質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、報告に対する質疑を終了いたします。 

  本来はここで会計管理者から一般会計の内容説明を求めるところでありますが、今回は事前に説明内容を記

載した文書を配付しておりますので、説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

  なお、質疑に当たり申し上げます。 

  質疑については簡潔に行うこととし、答弁についても的確かつ簡潔に行っていただきますよう円滑な議事運

営の御協力をお願いいたします。 

  それでは、ここで５分間休憩いたします。 

午前１０時 １分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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午前１０時 ６分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○委員長（森田真一君） 初めに、総括質疑を行います。 

○委員（上林真佐恵君） それでは、何点かお伺いします。 

  まず、総括質疑、まず１点目として、コロナ危機の２年目となった令和３年度は、コロナ第４波の感染拡大

から始まり、８月の第５波、年明けの第６波では、医療崩壊により死者はそれまでで最大の1,925人、１日の

最多死者数も277人という事態になりました。令和３年度は市民の命と健康が脅かされただけでなく、暮らし

や営業、地域経済に対してもコロナの影響はますます大きくなったと考えますが、市は市民生活の状況をどの

ように認識しているのか、また市民生活を支えるために市がどのように責任を果たすべきと考えているのか伺

います。 

  次に、令和３年度コロナ危機が市財政に与えた影響をどのように認識しているのか伺います。 

  次に、歳入一般財源の額について、予算編成時と決算時の乖離が年々大きくなっていることをこの間指摘し

てきました。平成17年から平成20年までは８億円前後でしたが、平成21年には11億円を超え、平成25年度以降

は20億円を超え、令和２年度は27億9,866万円と過去最高の乖離額となっています。令和３年度において、予

算編成時と決算時の乖離が幾らになるか伺います。 

  また、予算編成時との見込みの乖離を市はどのように評価しているのか伺います。 

  次に、黒字額と実質収支比率について伺います。 

  平成12年から平成22年までは８億円前後で推移していた当市の黒字額は、平成23年から平成27年は12億

5,000万円を前後して推移し、平成28年から令和元年は15億円を前後して推移、令和２年度は20億円近い黒字

額となり、令和３年度は29億1,238万円、約30億円にもなりました。 

  実質収支比率で見ても、監査意見書によれば、平成29年から31年度までは８％前後となっています。これが

令和２年度は11.1％、令和３年度は16.0％と望ましいとされている３％から５％を大きく超える水準となって

います。 

  自治体は、利益を追求する企業とは違うので、その年の収入は市民の福祉の向上に活用することが財政運営

の基本だと考えますが、市は適正な黒字額を幾らと考えているのか、この間の黒字の状況をどのように評価し

ているのか伺います。 

  次に、黒字額が多過ぎるということをこれまでも指摘してきました。令和３年度も前年に引き続きコロナ危

機により多くの市民が命と暮らしの危機に見舞われただけでなく、住宅ローンが払えず、自宅を失った方や廃

業に追い込まれた方、失業された方、多くの市民が大幅な収入減に苦しみました。医療と保健衛生の拡充や自

粛には、雇用と営業を継続できるだけの十分な保障を行うなど、市としてもっとできることがあったのではな

いかと思います。 

  会派として、令和３年度の予算編成に対しコロナ危機という大きな災害が市民生活を襲う中、通常の行財政

運営とは違う対応が求められると考え、基金から総額13億円余りを取り崩す予算組替え提案も行いました。令

和３年度に限り、住民税非課税世帯への３万円給付や学生への５万円の一時奨学金、保育士への慰労金５万円

の支給、中小企業者等応援助成金の再事業化などです。令和３年度決算における黒字額や実質収支比率の結果

から見ても、市にこれらの提案を実現する財政力は十分にあったと考えます。黒字の活用についての市の認識
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を伺います。 

  次に、基金について伺います。 

  市はこの間、基金を増やし続けています。令和３年度決算における財政調整基金の現在高は、監査意見書で

は25億9,256万569円で、前年度比１億8,738万5,130円の増、公共施設等整備基金は29億3,913万4,496円で、前

年度比９億4,625万6,871円の増となっており、基金総額も83億6,017万6,285円、前年度比で13億1,571万4,351

円の増と着々と基金を増やしている状況が伺えます。 

  基金の状況について、財政調整基金と公共施設等整備基金の目標額と照らし、現在の残高をどのように評価

しているのか、改めて伺います。 

  また、財政調整基金と公共施設等整備基金、またこれらを含めた積立基金と現在高状況の令和４年度末残高

見込みの額を伺います。 

  最後に、令和３年度決算を踏まえて、市財政が厳しいという根拠について伺います。 

  市税収入が市財政に与える影響についてですが、市が市報で行った連載企画「子どもたちの未来を守る～持

続可能な行財政運営ってなに？？？～」では、市財政が今後厳しくなる根拠として、高齢化と人口減少により

労働人口が減り、医療費など負担が増えるが、市税収入が大幅に減ることを挙げているかと思います。 

  令和２年６月の議員全員協議会でも、市はコロナ危機による影響で市税収入が落ち込む可能性が高く、今後

市財政は厳しくなるという見通しを示しました。この間の市税収入を確認すると、平成31年度までは横ばいだ

った市税収入は、令和２年度、令和３年度と連続して減っています。しかし、令和２年度決算では約20億円の

黒字を出し、令和３年度決算でもそれを超える約30億円もの黒字を出しました。 

  なぜ市税収入が減っているのに、これだけの黒字を出すことができたのか、市の認識を伺います。 

  以上です。 

○企画財政部長（神山 尚君） 全部で７点になるかと思います。私のほうからは１点目と２点目、残りの３点

目以降は財政課長のほうからお答えさせていただきます。 

  最初に、１点目の新型コロナウイルスの関係についてでありますが、令和３年度の厳しい感染状況を踏まえ

ますと、市民生活に大きな影響があったものと考えてございます。令和３年度は、二度の緊急事態宣言が発出

され、デルタ株による第５波、そしてこれを上回るオミクロン株による第６波に見舞われました。コロナウイ

ルスが猛威を振るう中において、市としましては、まず第一に、市長の指示の下、医師会等の関係者と連携し、

ワクチン接種を最優先に取り組み、また自宅療養者への食料支援に尽力し、その結果、市民の皆様の命を守り

通すことができたものと考えてございます。 

  次に、市民生活についてでありますが、国の交付金を活用し、様々な事業を実施いたしました。主なものと

しまして、給付事業につきましては、一日でも早く支給できるよう取り組んだ結果、子育て世帯には年内支給

を、そして住民税非課税世帯に対しては26市で最も早い支給を実現の上、家計が急変した生活困窮の方につい

ても給付の事務を行ってまいりました。さらに、コロナの影響を受ける事業者や市民の皆様を下支えする取組

として、令和３年度は消費活性化事業を３回実施し、決済額の合計は約８億6,300万円となったところでござ

います。 

  このように市民の皆様に最も近い立場の市として、国等の交付金を最大限に活用し、市民の皆様の命を守る

ワクチン接種や給付事業などに最優先で取り組んでまいったところでございます。 

  次に、２点目のコロナ危機が市財政に与えた影響についてでございます。 
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  新型コロナウイルスの感染拡大により、国や東京都から多額の交付金が交付されるなど、予算規模が相当膨

らんだこと、国税の増額に伴い地方交付税が増額したこと、感染拡大によりイベント等が中止となったこと等、

一過性の事由により決算剰余金が過去最大となり、見かけ上、財政指標の改善が見られていると認識してござ

います。 

  私のほうからは以上です。 

○財政課長（鈴木俊也君） それでは、３点目以降、御答弁させていただきたいと思います。 

  まず、３点目でございますけれども、一般財源の比較についてでございますが、委員の御指摘の数値につき

ましては、一般会計の当初予算におけます一般財源と決算に基づく地方財政状況調査の歳入一般財源等の比較

でありますが、統計調査における歳入一般財源等につきましては、調査上、ワクチン接種事業に充当予定で収

入された国庫補助金など、歳出の執行の都合により充当できなかった一部の国庫支出金などの特定財源を一般

財源として整理しているものが含まれております。令和２年度及び令和３年度は、特に感染症対策に係る歳入

額に対しまして、充当し切れなかったものが多く発生しまして、歳入一般財源等に含まれていることから、大

きな差が生じているものと考えているところでございます。 

  なお、乖離の額につきましては約50億2,357万円でございます。 

  また、予算編成時と決算におけます一般財源の乖離についてでございますが、令和３年度は地方消費税交付

金や普通交付税などが増額となってございます。これらにつきましては、予算編成時には地方財政対策等を基

に算出しておりますが、当該年度に入り、原資となります国税等の収入の状況の影響を多く受けますので、そ

れらの結果によります増減は当初から見込めないものでございます。このような状況であることから、引き続

き情報収集に努めていかなければならないと、このように考えているところでございます。 

  続きまして、４点目でございます。実質収支額についてでございますが、まずその額が大きくなれば大きい

ほどいいという考えはございません。また、予算編成した歳出につきましては、必ずしも全て使い切ることな

く、工夫により安く済むものは安く執行し、契約差金などの不用額などは執行することがないよう努めている

ところでございます。 

  令和２年度及び令和３年度につきましては、感染症対策に係る予算が多く、その対応について、予算額に不

足が生じないように編成しているところでございます。結果的に歳出予算は執行しなかったものがある一方で、

財源となる国や東京都からの補助金等につきましては、執行を見込み、収入されておりますことから、実質収

支額が大きくなっているところでございます。その結果、令和４年度一般会計補正予算（第４号）では、福祉

関係返還金及び衛生関係返還金の額が前年度と比べまして約５億円の増額となったところでございます。 

  適正な実質収支額についてでございますが、感染症対策により財政規模が大きくなっておりますことから、

適正な収支に目安をつけることは難しいところでございますが、いずれこれはなくなると思われますので、そ

こに向けまして、まずは感染症の影響を受ける前の実質収支比率程度の率を目指してまいりたいと、このよう

に考えているところでございます。 

  続きまして、５点目でございます。実質収支額につきましては、予算編成時には把握することが難しいこと

から、当該年度中にその活用をすることは困難であると考えております。また、令和３年度決算における実質

収支額が大きくなった要因の一つは、感染症対策によるものでございます。実質収支額の活用についてでござ

いますが、その把握ができる決算年度の翌年度に実質収支額の２分の１を下らない額を例年財政調整基金に積

立てをしてございます。 
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  また、感染症対策につきましては、国や東京都からの財源を活用しまして対応しているところでございます

が、一方では、喫緊の課題である学校施設長寿命化計画の対応については、市債の借入れによるものが中心と

なる見込みでありますことから、市の負担額の平準化を図るために、公共施設等整備基金に積立てを行ってご

ざいます。 

  大きな負担が目前に迫っていることから、そのときに困難な状況に陥らないよう、持続可能な財政運営に努

めてまいりたいと考えているところでございます。 

  続きまして、６点目でございます。基金の目標額についてでございますが、第６次行政改革大綱におきまし

て、標準財政規模の12％を最低限の目途としているところでありますが、令和３年度の決算におきましては、

標準財政規模が181億8,052万2,000円で、その12％は約21億8,200万円となってございます。 

  財政調整基金につきましては、不測の事態に備えて、最低限の額に数億円を積み増すこと、また公共施設等

整備基金につきましては、公共施設の老朽化対策に係る負担の平準化のために積み増しを行ってございますの

で、活用しながら、できるときに積み増しを図ることとしてございます。そういった観点から、持続可能な行

財政運営のために対応ができているものと、このように考えているところでございます。 

  最後に、７点目でございます。令和２年度及び令和３年度決算におきまして、感染症の影響を多分に受けて

おりまして、事業の執行ができなかったもの、医療機関への受診控え等による社会保障関係経費の減少傾向、

またワクチン接種の各種給付金をはじめとする国や東京都からの10分の10の財源措置を活用した事業の不用額

など、想定して編成した予算よりも執行額が少なく済んだものが多く、一方で、財源としての補助金等につき

ましては、一度収入してしまうことも多いため、実質収支額が多く出ているところであるというふうに考えて

おります。市の自主財源である市税の減少の影響にも留意しているところですが、併せて感染症の対応にも不

足がないよう予算措置をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございます。それでは、何点か再質疑を行います。 

  １つは、歳入一般財源の予算編成時と決算時の乖離について、この間、予算編成時に歳入を少なく見込んだ

ものの、実際には見込みよりも歳入額が大きくなり、決算で大きな黒字を出すということが繰り返されている

かと思います。当初予算の際に増減を見込むのが難しく、市としても情報収集に努めるということでしたが、

歳入が少なく見積もられているということが、結果として、値上げや有料化、市民サービス縮小・廃止などの

根拠となっているのではないかと思います。ある程度の乖離は避けられないものと考えますが、コロナ危機で

窮地に立たされている市民の暮らしを支えるために、適切に歳入を見込み、できるだけ乖離を少なくする努力

が求められると考えますが、こうした問題意識があるのかということも含めて、市の御認識を伺います。 

  次に、黒字の活用について、令和３年度はコロナ危機が本格化したこともあり、地方創生臨時特例交付金な

ど予算編成時や予算の執行に当たっても従来とは違う困難があったかと思います。しかし、いずれにしても約

30億円という大きな黒字が出たわけで、市民の命と健康、暮らしを直接支援する取組に活用してほしいと考え

ますが、こちらについて改めて御認識を伺います。 

  それから、基金のところで、財政調整基金と公共施設等整備基金、これらを含めた積立基金と現在高状況の

令和４年度末の残高見込みの額を伺ったのですが、御答弁がなかったようなので、お願いします。 

  最後に、市財政が厳しいという根拠について、一般質問でも同僚議員が指摘しましたが、今日の少子化は待

機児童問題や高過ぎる教育費、低賃金や長時間労働など少子化の原因が分かっていながら、抜本的な対策を打
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ってこなかった政治の失敗が招いたものだと考えます。人口減少は、国や社会の存続にも関わることであり、

成り行き任せにすることはできませんが、人口が減少しても、科学の進歩によって人類の生産力は日々大きく

なっていますので、人間らしい生活を送るための十分な富が既に蓄えていることは明らかです。 

  問題は、富の偏在により格差が広がっていることにあると考えます。人口減少を盾に市民サービスを減らし、

市民に負担を求めるのではなく、富の再配分を適正に行い、格差を是正すること、人口減少に正面から取り組

み、お金の心配なく子育てできる社会をつくることこそが政治の責任であるはずで、市もそうした視点に立っ

て、市政運営を行うべきだと考えます。こちらは意見ですので、御答弁は結構です。 

  以上です。 

○財政課長（鈴木俊也君） ２点、あとすみません、答弁漏れが１点ありましたので、合計３点御答弁させてい

ただきたいと思います。 

  まず、予算編成におけます歳入につきましては、地方財政対策に基づきまして算出をおおむねしておりまし

て、可能な限りの特定財源を見込むことなど、見積もれるものは最大限予算化しているところでございますが、

例年実施したい歳出の事業費に対して財源が不足しておりまして、さらなる財源の確保や事業の緊急度等を再

検討し、最終的には財政調整基金による財源調整をしているところでございます。このような対応をしてござ

いますので、あえて歳入予算を過少に見積もるようなことはございません。 

  令和２年度、令和３年度の実質収支額については大きいということは認識してございますが、その要因は主

に新型コロナウイルス感染症対策に関わるものの影響であると考えているところでございます。それ以外の部

分につきましては、実質収支額が大きければ大きいほどいいというわけではなく、収入や執行の管理をしてい

かなければならないと考えておりますので、引き続き留意していきたいというふうに考えているところでござ

います。 

  続きまして、令和３年度の実質収支額についてでございますが、その活用につきましては、令和４年度一般

会計補正予算（第４号）により議決をいただいたところでございますが、決算剰余金の２分の１を下らない額

を財政調整基金に積み立てまして、今後の公共施設の老朽化対策のためにも公共施設等整備基金にも積み増し

を行ったところでございますが、そのほかここで公共施設等の修繕が数多く発生しているほか、また空調設備

の更新などにも取り組んでいるところでございます。 

  市民や事業者等の支援につきましては、給付金の支給事業や消費活性化事業をはじめ、国や東京都の財源を

最大限活用しながら取り組みつつ、取組が可能な老朽化対策を予算措置できたものと考えているところでござ

います。 

  もう１点、６点目の一部答弁漏れがございましたので、ここで御答弁差し上げたいと思います。 

  現時点での令和４年度末基金の現在高の見込額についてでございますが、一般会計補正予算（第４号）時点

での財政調整基金の残高につきましては約26億7,000万円、公共施設等整備基金は約31億9,000万円、一般会計、

特別会計、定額運用基金を含めました積立基金等の残高は約86億6,000万円でございます。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） それでは、総括質疑をさせていただきます。 

  主に尾崎市長が令和３年度の予算編成時に示された編成方針、また施政方針の内容、また先ほど述べられま

した市政報告に沿いまして、何点かお尋ねさせていただきたいと思います。 

  まず、令和３年度につきましては、前年度に引き続いての新型コロナウイルス感染症対策への対応が最重要
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課題となっておりました。未曽有のパンデミック危機に対しまして、私ども公明党会派としても、市民の皆様

のお一人お一人のお声をしっかりと承りながら、市政のほうへお届けしてまいったつもりでございます。その

都度、適時適切に対応していただいたことに改めて感謝申し上げます。 

  この令和３年度、何といいましても安全かつ迅速なワクチン接種をはじめとする新型コロナ対策について、

どのような形で行われたのかという観点から、まず令和３年度の決算に関連する歳入項目とその額及び総額、

また歳出項目とその額及び総額を確認させていただきたいと思います。 

  次に、歳出においては、地方創生臨時交付金が多く充当されたと思っておりますが、この充当された歳出項

目とその額及び事業の内容等について詳細を伺いたいと思います。 

  次に、コロナに関連する地方創生臨時交付金の活用の中では、私ども公明党会派として、特に公共施設のト

イレの改善、洋式化の推進を図るよう求めてまいりましたが、令和３年度の実績を伺いたいと思います。 

  次に、行政改革を加速化させるための民間活力の導入、業務分析等支援業務の分析結果等を活用した事務事

業の見直し、事務の効率化、ＩＣＴ化の推進も令和３年度強力に推進していくという市長の方針が示されてお

りましたが、令和３年度の実績を伺いたいと思います。 

  次に、歳入の根幹をなす市税につきましては、市民税個人及び法人分とも減額となったと報告がございまし

た。その要因をどのように分析しているのか、また令和４年度以降の見込みについて伺いたいと思います。 

  次に、健全な財政運営の重要な指標の一つであります経常収支比率が昨年度に引き続き1.3ポイント改善し

たということの御報告もいただきました。その要因については、この２年間、令和３年度、２年目の新型コロ

ナ対応が図られたわけですが、これらの交付金、またはこれらに関連する歳出の増、このようなことが影響し

ているのか、また市の独自の努力による効果はどのように分析しているのか伺いたいと思います。 

  次に、予算の流用についてでありますけども、令和３年度は他の年度と比較して、支出項目や金額が多いよ

うに感じております。予算の流用について、どのような手続で市長の決裁が行われ、また流用を行っているの

か、予備費の充当ではなく、予算の流用を行った理由について伺いたいと思います。 

  最後に、公共施設等整備基金、また各種基金の在り方について確認させていただきたいと思います。 

  市長の先ほどの市政報告の中でも、公共施設等整備基金については29億3,900万円、大きく積み増すことが

できたと御報告がございました。また、最近の市報の連載企画「子どもたちの未来を守る」を拝見いたします

と、学校が古いままだと子育て世代の定住地として選んでもらえなくなる、また学校は市の顔でもある等々、

述べられております。また一方で、国の支援は見込めておらず、何か対策をしないと大変になるかもしれない

というようなやり取りが紹介されておりました。 

  本定例会の初日の全員協議会の説明では、令和７年度工事着手に向けて、七小の工事が動き出すという御報

告をいただいたところでありますが、主には起債が主な財源になるかと思います。この七小の建て替えに当た

りまして、起債を財源とした場合に後年度の財政運営にどのような影響を及ぼしていくのか、概算で結構です

ので、確認させていただきたいと思います。 

  また、学校12校分の更新費用は約330億円とこれまで説明されておりますが、このことも踏まえて、今後の

基金の在り方について、どのような考え方を持って臨まれるのか伺いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（森田真一君） ここで10分休憩いたします。 

午前１０時３４分 休憩 
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午前１０時４４分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画財政部長（神山 尚君） 全部で８点になるかと思います。私のほうからは１点目から４点目までと８点

目をお答えいたします。４点目のＩＣＴ化の部分は総務部、５点目は市民環境部、そして６点目、７点目は財

政課長からお答えさせていただきます。 

  それでは、最初に１点目として、令和３年度の新型コロナ対策についてでございます。 

  歳入歳出の項目ごとに決算額をお答えいたします。なお、ここでは経常的な事業費から支出している分は除

き、感染症対策として切り分けている事業費について主なものをお答えさせていただきます。 

  まず、歳入歳出とも新型コロナウイルス感染症対策として、総額で約36億4,200万円を執行しております。

このうち歳入の財源でありますが、国費、都費の充当額としましては、国庫支出金は約33億円、都支出金は約

２億3,700万円でございます。 

  次に、項目別にお答えいたします。 

  最初に、ワクチン接種関係でありますが、食料支援を含めた事業費の合計は、歳入歳出ともに約７億3,400

万円でございます。 

  歳入につきまして、主なものとしては、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金及び接種体制確保事

業費補助金でございます。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金なども充当しております。 

  歳出につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染症対策事業費での計上となりますが、ワクチン接種

につきましては、金額は約７億1,700万円、食料支援につきましては約1,700万円でございます。 

  次に、給付金の関係でございますが、歳入歳出額の合計はそれぞれ約22億2,200万円でございます。 

  歳入につきまして、主なものでございますが、１点目として、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費及

び事業費補助金、２点目として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費及び事業費補助金な

どでございます。 

  歳出につきましては、主なものといたしまして、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付は約８

億8,000万円、子育て世帯への臨時特別給付金の給付は約12億1,100万円、子育て世帯生活支援特別給付金の給

付は約9,800万円、生活困窮者自立支援金の給付は約3,300万円などでございます。 

  次に、事業者支援の関係でございますが、歳入歳出額の合計はそれぞれ約３億1,200万円でございます。 

  歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

  歳出につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染症対策事業費での計上となりますが、消費活性化事

業につきましては約２億4,300万円、企業等応援金につきましては約6,800万円などでございます。 

  このほかに庁舎をはじめとする各施設におけるトイレの便器の洋式化や蛇口の自動水栓化、手指消毒剤、体

温計、パーティションの購入などがございます。 

  次に、２点目として、地方創生臨時交付金についてでございますが、決算額につきましては、繰越明許分を

含め３億2,519万3,000円でありまして、充当した歳出の事業費の合計は約５億3,466万5,000円でございます。 

  次に、歳出項目とそれぞれの金額でございますが、主なものとして、庁舎をはじめとする公共施設の蛇口の

自動水栓化は全体で1,600か所を自動水栓化し、約9,900万円でございます。 

  同じくトイレの便器の洋式化は、全体で86か所を洋式化し、約3,300万円でございます。 
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  ひとり親家庭等の生活支援としての食料品等の支援につきましては、823件に支援し、約990万円でございま

す。 

  市内事業者に対する応援金の支給につきましては、674件に助成し、約6,780万円であります。 

  高齢者に対するワクチン接種会場までのタクシー券の配布は9,132枚で、約510万円であります。 

  キャッシュレス決済を利用した消費活性化事業は、３回分で約２億4,340万円でございます。 

  その他、抗菌・抗ウイルスの椅子や机、手指消毒剤、体温計、パーティションの購入などでございます。 

  ３点目として、感染症対策としてのトイレの洋式化についてでございますが、庁舎会議棟・現業棟は合計で

21か所、各市民センター・新堀地区会館・芋窪集会所は合計で12か所、子ども家庭支援センター・狭山保育

園・きよはら児童館は合計で10か所、駅前トイレ・上仲原公園・立野西公園・向原中央公園は合計で９か所、

小学校全10校の体育館は合計で17か所、市民会館・郷土博物館・市民プール・中央公民館・蔵敷公民館・中央

図書館は合計で17か所、全体を合計しますと86か所の便器を洋式化したものでございます。 

  次に、４点目として、民間活力の導入につきましては、主なものとしまして、指定管理者による施設運営や

学校給食センターの調理配膳業務委託、また総合福祉センター は～とふるにおける福祉サービスの提供や民

間保育園施設における保育サービスの提供などにおいて活用を図ることができたと考えてございます。 

  また、包括施設管理業務委託や納税管理及び徴収補助等業務委託、市民環境部の窓口業務委託、学童保育所

運営業務委託につきましても、市民サービスの向上や業務効率化、収納率の向上など、それぞれの成果を出す

ことができたものと考えてございます。 

  新たな民間活力の導入に向けましては、地区会館への指定管理者導入に向けた準備を進め、令和４年４月か

ら指定管理者による運営を開始したところです。 

  次に、事務事業の見直しや事務の効率化についてでございますが、財政状況が厳しい中にあっても、新たな

課題に対応しながら、市民サービスをはじめとする行政機能を維持向上させていくためには、事務事業のスク

ラップ・アンド・ビルドや事務の効率化を図り、限られた財源や人的資源の有効活用を図っていくことが必要

でございます。 

  このことから、令和３年度におきましては、令和２年度に実施した業務分析の結果を参考に、事務事業の抜

本的な見直しによる99の事務事業の廃止・縮小を決定するとともに、新総合計画の推進体制の整備や効果的、

効率的な行政運営に向けた組織全体の最適化を行ったところでございます。 

  次に、８点目としまして、学校建て替えの公債費と基金の在り方についてでございますが、公債費負担を試

算する上での仮の条件といたしまして、七小の建て替え費用を概算で25億円、起債の充当率を75％、利率を

0.7％、償還期間を25年間、交付税措置はないもので試算いたしますと、各年度の元利償還金は年9,000万円弱

から１億円弱の支出になると見込んでおります。 

  基金の在り方についてでございますが、学校施設長寿命化計画では、12校の長寿命化工事と建て替え工事を

令和７年度から毎年１校ずつ着手するとしており、12年連続で12校に着手するという内容です。仮にこれらの

工事を起債を財源として進めるとなると、12年という短期に多額の起債が集中することとなり、後年度におけ

る公債費負担は非常に重いものとなると予測ができます。 

  こういったことを踏まえますと、今後も健全な財政運営を行うためには、基金の在り方として、１点目とし

て、公共施設更新に伴う起債額を抑制するための額の確保、２点目として、こうした公債費負担を含めた後年

度の様々な財政需要に備えるための額の確保、このような視点が重要と考えてございます。 
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  私からは以上です。 

○総務部長（矢吹勇一君） 私からは令和３年度のＩＣＴ化の実績について申し上げます。 

  ＩＣＴ化推進につきましては、まず令和４年度以降のデジタル化の推進に向けた第五次東大和市情報化推進

計画の策定を行いました。また、会議のペーパーレス化を図るためにタブレット端末の導入を進めました。さ

らに、在宅型テレワークを実施するためのハード・ソフト面での環境整備をいたしました。また一方で、市民

課等での窓口では、セミセルフレジによりますキャッシュレス決済を導入し、市民サービスの向上を図ってま

いりました。 

  以上でございます。 

○課税課長（星野宏徳君） 私のほうからは５点目の市民税個人分と法人分の減額の要因の分析及び令和４年度

の見込みについてでございますが、全体の要因につきましては、一般会計歳入歳出決算事項別明細書につきま

して、徴収区分別で御説明申し上げたところでございますが、市民税個人分につきましては、所得と所得控除

から見た要因で御説明申し上げます。 

  令和３年度の１人当たりの分離課税分を除いた所得額、市民税所得割額、社会保険料控除額を申し上げます

と、所得額は約320万6,000円、市民税所得割額は約11万3,000円、社会保険料控除額は約56万3,000円となって

おります。前年度比でございますが、所得額が約2.5％の増、市民税所得割額が約1.5％の減、社会保険料控除

額が約0.6％の増となっております。 

  １人当たりの所得額の増の原因についてでございますが、こちらにつきましては、税制改正による所得金額

の算出方法と基礎控除の見直し等の影響による所得額の増となっております。この改正につきましては、給与

収入や年金収入の給与所得控除、年金等控除の控除額を引き下げ、代わりに基礎控除の控除額を合計所得

2,400万円以下の方については増額し、差引きすると負担増が生じないような改正となっております。 

  これを踏まえ、総所得金額から基礎控除などの所得控除を引いた１人当たりの課税所得金額につきましては、

分離譲渡所得者を除き令和３年度で約202万1,000円、前年度は約203万7,000円となっておりまして、昨年度と

比べまして約１万6,000円の減額となっているため、税制改正の影響がなかったとした場合、１人当たりの所

得については減少しているのではないかと考えられます。 

  また、全体の納税義務者の約77％を占める給与所得者の給与収入が減少したこと、社会保険料控除が増加し

たことに伴いまして、市民税個人分につきましては減少しております。 

  次に、法人分の減額の要因についてでございますが、行政報告書128ページの市民税（法人）賦課事務の資

本金又は出資金の額の区分ごとの法人市民税額から法人１者当たりの法人税割額を計算いたしますと、資本金

又は出資金の額が１億円未満の法人は約15万3,000円、昨年度に比べ約２万4,000円、13.5％の減額、資本金又

は出資金の額が１億円以上の法人では134万円、前年度に比べまして約56万3,000円、約29.6％の減少となって

おります。このことから、中小の法人よりも大手の利益が減少しており、その影響により、法人市民税額が減

少しているものと考えられます。 

  次に、令和４年度の見込みについてでございますが、現時点におきましては、市税の多くの割合を占める個

人住民税や固定資産税、そして落ち込みの大きかった法人市民税につきましては、昨年と比べ堅調に推移して

おります。しかしながら、今後の経済動向や新型コロナウイルス感染症による営業等の自粛等の感染拡大防止

措置が取られたならば、法人市民税に影響があると考えております。 

  以上でございます。 
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○財政課長（鈴木俊也君） 私のほうから６点目、また７点目の御答弁をさせていただきたいと思います。 

  まず、６点目としまして、経常収支比率についてでございますが、新型コロナウイルス感染症に係る交付金

や事業費などの経費につきましては、地方財政状況調査上では臨時的な経費としておおむね整理されますこと

から、この数値には含まれてございません。 

  数値が改善した主な要因でございますが、分母となる経常一般財源が地方税は減額となったものの、地方消

費税交付金、また地方交付税が増額となったことによりまして、数値が下がったところでございます。 

  また、市独自の努力による効果でございますが、経常的な歳入としての市税収入につきましては、金額につ

いては結果的に減額となりましたが、収入率につきましては納税課の取組等によりまして、年々上昇している

ところでございます。 

  続きまして、７点目でございます。流用についてでございますが、東大和市予算事務規則に基づきまして、

流用額に応じた決算区分により手続を進めているところでございます。流用理由につきまして、流用額の大き

な主なものにつきまして御答弁させていただきたいと思います。 

  まず、衛生費でございますが、新型コロナウイルスワクチンの集団接種に係る医師等の執務に係る報償費は

6,597万4,000円、同じく薬剤師の執務に係る手数料は311万1,000円の流用でございますが、共に医師会及び薬

剤師会との調整によりまして、予算編成後の支出に当たり、委託料から謝礼と手数料にそれぞれ予算の組替え

を行ったものでございます。 

  また、自宅療養者等への物資の支援につきまして、急激な拡大への対応が必要となりましたが、予算額に不

足が見込まれましたため、消耗品費は1,275万6,000円、同じく通信運搬費は313万6,000円を、不用額が生じた

電算機器等賃借料からそれぞれ流用し対応したものでございます。 

  次に、商工費では、令和４年２月に実施しました消費活性化事業につきまして、見込みを上回る盛況ぶりで

ございましたことから、不用額が生じました企業等応援金から流用し対応したものでございます。 

  以上のように、いずれもコロナ禍から市民の生命を守る、生活を守る、そして事業者を守ることを最優先に

行った予算の流用でございます。 

  以上でございます。 

○企画財政部長（神山 尚君） すみません、先ほど私の４点目の答弁、民間活力の導入のところでなんですけ

れど、地区図書館への指定管理者導入と答弁するところを、地区会館への導入と言ってしまったようなので、

すみません、おわびして訂正させていただきます。 

○委員（中間建二君） 詳細な御説明、御答弁をいただきましてありがとうございます。 

  令和３年度、申すまでもなく、新型コロナワクチン接種、未曽有のパンデミック危機に対して、希望する全

ての市民へのワクチン接種を行うということが最重要課題でありながら、それに加えて、先ほど御説明いただ

きました子育て世帯や住民税非課税世帯への給付金事業、また生活困窮者への自立支援金の給付等々、ありと

あらゆる施策を全庁挙げて取り組んでいただいた年度だと認識しております。 

  また、先ほど予算の流用についてもあえて確認させていただきましたが、異例な形だったとしても、市民生

活を守るために、市民の命を守るために様々な法令で許される範囲の中で施策を重ねていただいたということ

で確認させていただきました。 

  そういう中で１点だけ、どうしても市長に確認させていただきたいのですが、先ほどの総括質疑の中でも、

これだけの施策を東大和市として実施しながら、一方で、長期的に財政運営を行っていくためには、基金の積
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立ても必要であるということで、市長の政策判断の下で今対応が図られているかと思います。先ほど市税収入

の長期的な見通しについても非常に厳しい、また誰が考えても今の社会情勢の中でなかなか厳しい状況がこれ

から数年間は続くであろうということは皆が実感している中で、この基金の積み増しをどのような観点で図り

対応されているのか、また一方で、御批判もあるようでございますので、その批判にぜひ答えていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（尾崎保夫君） 基金ということで、特に財政調整基金、財調と、それからあと公共施設等の整備基金と

いうことになるかなというふうに思いますけども、まず財政調整基金につきましては、標準財政規模の10％と

いうことで16、17億円ぐらいということ、それから比べますと現在の数字は大きな数字になっているというふ

うに思いますけども、まずは標準財政規模の10％ということはよく言われますけども、本当にそれでいいのか

どうかという考え方も持たなければいけないのかなというふうに思って、今は12％ということですけども、昨

年の学校の関係で子供に１台をやろうという話が当初予算ですね、それをやった頃に出てきたことがあるんで

すけど、そのときに財調が大きくあったということで、じゃあやろうというふうに決断ができたというのは、

そのことだというふうに思っています。 

  ですから、東大和市はそういった意味では、早くから１人１台という端末でいくんだということを決断でき

たというのは、いざとなったら、そういうふうな形で使えると。今回やらなければ、多分この先いってはなか

なか難しいのではないかなということで決断させていただいたわけでありますけども、そういうふうなことが

できたのも、財調があったからというふうに考えてございます。 

  そういった意味では、これから先、今回コロナということで、特別の交付の状況にはなってございますけど

も、これがこれから先どのような状況になるかというのはまだ分からないわけですから、そういうふうなもの

に備えておく必要はあるかなというふうに思います。そういった意味で12％というのは本当にそれでいいのか

どうかということももう一度考えていく必要があるかなと思っています。 

  それから、公共施設につきましては、従来からお話をさせていただいていますけども、現在30億弱というこ

とになりますけども、果たしてその数字がいいのかどうかということなんです。というのは、民間の会社なん

かでは、減価償却ということで毎年のように積んでいるわけです。ここ６年ぐらい前から私どものほうも決算

を財務諸表ということでやっていますけども、その中に減価償却という欄があるんですけども、その金額とい

うのは大体15億円から16億円ぐらいなんです、毎年、東大和市の全公共施設の減価償却費というのは。 

  その金額はどうしたのかというと、やっぱり一定の年数積み上げていって、ある程度来たときにそれを回収

するという意味での減価償却という考え方で積んでいくということになっているわけですけども、それが残念

ながらずっとできてこなかったということは事実だと思います。ここに来て、公共施設がぼろぼろという言い

方は語弊がありますけども、今年この補正でも１億円を超える金額が補正として出しているわけで、それをし

ないと施設が使えないということなんです。補正で出すということなんですね。本来的には当初予算に組んで、

きちっとね、予防的な補修、保全をするということが本来の姿。それが減価償却費という考え方につながって

くるわけですけど、それができていないということなんです。 

  ですから、30億円とかいう数字が公共施設はありますけども、果たしてそれでいいのかどうかというのは、

もう一度検討し直せというのが私の考え方であります。これから先、やっぱり将来に向かって、きちっと対応

していくためには、いつも申し上げていますように、将来市民の選択肢とか、そういうふうなものを奪うこと

なく、現在市民の最大限の要望を生かしていく。そのためにどうしたらいいかという、それはやっぱり基金と
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いうのは大きな役目を果たすものだというふうに思っています。これから先、将来の市民に責任を持つために

も、ある一定の明確な根拠のある数字を示して、基金を持つべきだというふうに思っています。これからもそ

ういった意味では、基金についてはしっかりと検討し、また内容について決まれば、またお示しして、皆様方

の御意見をいただければなと、そんなふうに思っています。 

  以上です。 

○委員（和地仁美君） それでは、総括質疑させていただきます。大きく２件伺いたいと思います。 

  １件目は、令和３年度の取組についてです。 

  決算は、財政民主主義に基づき、議会の議決によって成立した予算が内容どおりに執行されているかをチェ

ックする役割を担うもので、決算書等を通じて予算執行に不正や誤りがないかを確認する決算特別委員会は重

要であることは確かです。 

  今回審査する令和３年度の予算編成方針では、令和２年度に実施している業務分析等支援業務の分析結果を

活用してとの内容がありました。また、市長による予算説明の中では、新しい生活様式・日常の実践を前提と

して、これまで実施してきた事業の内容や実施方法等を精査した上で、事業を実施すること等の取組姿勢につ

いても予算編成方針における重要事項として定めたとの重要なコメントがあり、従来の事務事業の金額や内容

だけではなく、取組姿勢についても令和３年度からは改善するよう指示があったと理解しています。 

  令和２年度に実施した業務分析結果により、99の事務事業の廃止・縮小が決定されましたが、実際に着手す

るのは令和４年度からですから、今決算には直接関わりはありません。しかし、コンサルタントにより提案さ

れた廃止・縮小が望ましい事務事業は194事業ですので、99の事務事業のように廃止・縮小まではいかなくて

も、予算編成時の方針を受けて、取組姿勢をはじめ何らかの変化が令和３年度にはあったことと推察しており

ます。 

  財政民主主義において、決算は最初に述べたとおり、予算どおりに執行しているかチェックするほか、会計

的な不正や誤りのチェック機能がありますが、殊、新しい時代を迎えるに当たり、政策サイクル、すなわちＰ

ＤＣＡサイクルのⅭ・チェックだけではなく、それとともにＡ・アクション、すなわち改善・反映に結びつけ

る重要なつなぎ手としての役割を決算自体が担う必要性が高まっていると考えます。 

  東大和市は、業務分析を実施し、市長を先頭に経営資源の効率的かつ効果的活用による行政活動の実現、行

政サービスの費用対効果並びに有効性を高めるというすばらしい取組に着手しました。この取組をよりよいも

のとするために、また一時的なものとしないためにも、実施した政策、施策、事務事業に関する実施状況や成

果に基づき、当該施策や事務事業を今後も継続するか否かの点を決算において確認し、ＰＤＣＡのＡ・反映に

より、次の予算につなげる機能、すなわちゴーイングコンサーンの機能をより充実させる必要があると考えま

す。 

  そこで、この件に関して３点伺います。 

  ①政策サイクルのチェックを行うためには、行政報告書だけではなく、事業単位で確認できる振返りシート

により、取組姿勢や担当者が捉えている課題や効果などを確認し、特別委員会でもその内容を踏まえて議論し

たほうがよいと考えますが、ホームページへの掲載は決算審査の後となっています。シートの記入自体は、年

度初めに前年度のものを記入している例が多いように見受けられますが、今後決算特別委員会前に閲覧できる

ようにする必要があると思いますが、いかがですか。 

  ②廃止・縮小を決定した99事務事業以外の廃止・縮小が望ましい事務事業を継続するためには、変化が必要
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なもの、もしくは新たな事業に切り替え、廃止したほうがよいものなどにおいて、今決算を受けて、庁内では

新たな検討を実施し、来年度以降の予算につなげるべきと考えますが、その御予定はありますか。 

  ③予算編成時には、業務分析等支援業務の分析結果を活用していたと思いますが、取組姿勢の変化について

は行政改革の観点からも期中においての確認が必要ではないかと思います。どのように確認したのか、また具

体的に取組姿勢が大きく変わって、効果などを向上させた事例を把握し、庁内で共有して取り組まれていたの

かについて教えてください。 

  大きな２件目は、財政状況と将来の見通しについてです。 

  令和３年度も、令和２年度に引き続き国や都の新型コロナウイルス感染症対策の取組の影響で、一般会計に

おいては10回もの補正をし、平時の決算とは大きく数字も違っているため、標準的な決算との比較はできない

ものと理解しています。 

  このような中、財政状況を確認する様々な指標について確認すると、経常収支比率については、当初予算の

推計値では104.8％との予算審査のときの答弁でしたが、決算ではここ５年で最低値の90.8％と下がり、行政

改革大綱で目標としている90％に迫るほど改善しています。 

  また、実質収支比率は16.0％と過去５年で最高となり、これは改善のし過ぎではないかと思います。財政力

指数は0.823と過去最低と悪化、公債費負担比率は7.4％と少し改善となっているなど、様々な変化があります

が、全般的には財政の硬直化はあまり改善できていないとの理解です。 

  そこで、４点伺います。 

  ①経常収支比率が当初予算時の推定値より大きく改善した要因について、どのように分析されていますか。 

  ②実質収支比率は３から５％程度が望ましいとなっており、想定以上に高くなった場合は、基金に積み立て

るなどして調整する必要があると一般的には言われています。この決算結果を確認した上での御所見と対応を

伺います。 

  ③財政力指数は過去３年間の平均数値ですが、年々状況が悪化している主な要因は、基準財政収入額の低下

と見てよいのでしょうか。 

  ④今回の決算における各指標の結果について、どのように分析し、今後の財政状況についてどのように見通

しているのかの御所見を伺いたいと思います。 

  以上です。 

○企画財政部長（神山 尚君） 大きな１件目の令和３年度の取組については私のほうからお答えし、大きな２

件目の財政状況と将来の見通しにつきましては財政課長からお答えさせていただきます。 

  それでは、１点目の振返りシートについてでございますが、振返りシートにつきましては、約490の事務事

業について評価を行っているところでありますが、さらにこの振返りシートを基に施策評価も実施しておりま

す。これら２種類の評価については、行政評価推進会議の審議を経て決定、公表しておりますが、行政評価制

度の実効性を高めるため、振返りシートの記述の精度を上げることが課題の一つとなっており、公表までの内

容確認等に時間を要しておるところでございます。決算特別委員会前の公表は難しい面もございますが、早い

時期の公表の必要性は認識しているところでございます。 

  次に、２点目の事務事業の変化、切替え、廃止など、来年度以降の予算への取組についてでございますが、

財政状況が厳しい中にありましても、新たな課題に対応しながら、市民サービスをはじめとする行政機能を維

持・向上させていくためには、事務事業のスクラップ・アンド・ビルドや事務の効率化に向けた取組を継続し、
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限られた財源や人的資源の有効活用を図っていくことが必要であると考えてございます。 

  令和４年度におきましては、令和３年度に決定した99の廃止・縮小する事務事業の検証を行い、今後のさら

なる取組の推進につなげてまいりたいと考えてございます。 

  ３点目の行政改革の視点からの取組姿勢の変化についてでございますが、令和３年度は市の最上位計画であ

る総合計画「輝きプラン」を策定した年度という意味で、職員の意識面におきましても変化が表れ始めた年で

あったと認識しております。職員は「輝きプラン」の策定を通じて、社会保障関係経費の増や市税の減など、

迫りくる課題を再認識し、将来への備えとして、人口減少や自治体間競争と向き合うことの必要性が徐々に浸

透されていったものと考えます。 

  職員の意識への浸透並びに変化により、取組姿勢が変わったものとしましては、事務事業の廃止・縮小も事

例の一つであると考えてございます。これまでに実現できなかった取組でありますが、検討過程において将来

の課題に対して真摯に向き合う姿勢により、99の事務事業の廃止・縮小に至ったことがそのあかしと言えるも

のと考えてございます。 

  私からは以上です。 

○財政課長（鈴木俊也君） 大きな２点目、４点御質疑いただきました。私のほうから御答弁差し上げたいと思

います。 

  まず、１点目の経常収支比率についてでございますが、令和３年度決算におきまして90.8％となり、見かけ

の上では改善されたようになってございますが、こちらは地方消費税交付金や国税の上振れによる普通交付税

の再算定によります増額など、一過性の要素が多く含まれていることから、この数値をもって財政状況が改善

していると言い切れるものではございません。 

  特に自主財源の根幹であります市税収入につきましては、前年度と比べまして約２億9,000万円も減額とな

っていることから、今後の公共施設老朽化対策などを考えましても、厳しい財政状況であることには変わらな

いものと認識しているところでございます。 

  続きまして、２点目の実質収支比率でございますが、令和２年度、令和３年度と高くなっている状況であり

ますが、こちらは新型コロナウイルス感染症対策に係るものの影響でございます。令和２年度及び令和３年度

につきましては、感染症対策に係る予算が多く、その対応について予算額に不足が生じないように編成してご

ざいます。 

  結果的に歳出予算は執行しなかったものがある一方で、財源となる国や東京都からの補助金等につきまして

は、執行を見込み、収入されることから、実質収支額が多くなっているところでございます。その結果、令和

４年度一般会計補正予算（第４号）では、福祉関係返還金、また衛生関係返還金の額が前年度と比べて約５億

円の増額となったところでございます。 

  これらの執行状況の把握につきましては、感染状況を見通すことが難しい、なかなかできない中、例えば新

型コロナウイルスワクチン接種について予算が不足して接種ができなくなる、各給付金の給付について予算が

不足して給付金が支給できなくなるなどの事態を防ぐため、減額の補正は困難であったものでございます。 

  ただ、実質収支額につきましては、大きければ大きいほどよいというものではございません。また、収入や

執行の管理をしていかなければならないと考えてございますので、引き続き留意していきたいと考えていると

ころでございます。 

  続きまして、３点目の財政力指数についてでございます。こちらについては普通交付税の算定における基準
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財政収入額を基準財政需要額で除して算出するものでございますが、いずれかの数値の増減ということであり

ますと、基準財政需要額が増加している影響が大きいものであるという認識でございます。特に高齢者保健福

祉費に係る算定や新たに創設されました臨時経済対策費や臨時財政対策債償還基金費などの影響が大きかった

ものというふうに考えているところでございます。 

  続きまして、４点目でございます。まず、令和３年度の決算におきます各指標の結果についてでございます

が、新型コロナウイルス感染症の影響を多く受けているものという認識でございます。実質収支比率につきま

しては、市の財政に余裕があって比率が大きくなったものではございません。また、経常収支比率につきまし

ても、改善の要因は一過性のものでありますことから、それらを総じて考えますと、今後公共施設の老朽化対

策に多額の費用がかかること、特に喫緊の課題であります小中学校長寿命化計画に係る対応につきましては、

起債を中心とした財源での対応となりますことから、その償還に係る負担の平準化が必要なこと、また生産年

齢人口の減少に伴います市税の減少や少子高齢化に伴います社会保障関係経費の増加が見込まれることなど、

厳しい財政状況であることには変わりがないものと認識しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（和地仁美君） 御丁寧な答弁ありがとうございました。 

  １点目の事務事業の効果や費用対効果などの見直しについては、コンサルタントさんに一遍全部見ていただ

いて、それを今活用しているところだと思いますが、毎年度の決算を受けての費用対効果というものも細かく

チェックしていただいて、翌年度に反映していただくと。99でとどめることなく、やってみての状況を翌年度

に生かしていくというようなサイクルをぜひつくっていっていただきたいと思います。これは要望です。 

  １点、財政力指数の関係で、基準財政需要額の増加の要因として、臨時財政対策償還基金費と臨時経済対策

費が創設されたことということで御説明いただきましたが、こちらについては令和３年度のみという理解です

が、それで間違いがないかについてだけ御答弁ください。 

○財政課長（鈴木俊也君） 令和３年度の普通交付税におきます再算定の際に創設されました２件の費目でござ

いますが、あくまでも令和３年度の臨時的な対応ということでして、例えば令和４年度ですとか以降の継続性

というものについては、特に情報はございません。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） ２点伺います。 

  コロナ対応のことでの御答弁の中で、ワクチン接種や食料支援で、その結果、市民の皆様の命を守り通すこ

とができたものと考えていますという御答弁でしたけれども、そういう意欲でやっていただくということは必

要だと思いますけれども、今現在保健所などからも市内の市民の皆さんが死亡したのかどうかという情報も入

っていない中で、こういう言い切り方をしてしまうと、ちょっと不正確なんじゃないかと思っているんですけ

ど、何か根拠があって答弁されているのか、１点伺います。 

  それから、もう一つ、歳入一般財源のことで、50億の予算と決算で差額が生じたという説明の中で、国庫支

出金などの特定財源を一般財源として整理しているものが含まれているので、差額が大きくなったということ

ですけれども、ちょっとここ教えていただきたいのですが、まず一つは、この額は９月補正で出た８億7,000

万円という額がこれに当たるのかということと、それから私、返還するときに一般財源から返還されるという

のは当然だと思っているんですけど、令和３年度の歳入のときにこれが特定財源に仕分けされていると思って

いなかったので、これは特定財源に仕分けされるということで、先ほどの説明でいいのかどうか、ちょっと確
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認させていただきたいと思います。 

○企画財政部長（神山 尚君） コロナ禍におきまして、市民の皆様、罹患しますと大変な思いをされるという

ようなことでございますが、それを防ぐ一番の手だてはワクチンの接種だというふうなことが根本的に考えて

ございます。市のほうといたしましては、市民の皆様の命を守るワクチン接種、これに最大限取り組むという

姿勢で臨んでおりまして、それが市ができる市民の皆様の直接的な命を守るという最大限のことでございます

ので、最大限に達したという意味で私たち意欲として、意思として守り切ったと、そういうものを持って進め

たということでございます。 

  以上です。 

○財政課長（鈴木俊也君） ２点御質疑いただきました。 

  まず、歳入の決算の額と統計上の歳入一般財源との額の差額50億というところでございますが、手元に数値

は持ってはいませんので、お答えはちょっとできないのですが、金額につきましては、特定財源、国や東京都

の特定財源を基本的に特にコロナの関係に関しましては10分の10で見込んでおります。執行に関して、10分の

10そのまま執行すれば、歳入についても10分の10そのまま充当されるという形になりますが、執行がなかった

ものに関しては、歳入のほうは市の収入として決算としては歳入されておりますので、その差額というところ

に関しては、こちらの歳入一般財源等に含まれると、そのような整理のされ方を地方財政状況調査上では調査

の仕方という形で指示が来ているというところでございます。 

  続きまして、令和２年度についても同様かどうかということで……。 

○委員（尾崎利一君） 額について伺ったんですけど、私が聞いたのは、一つは、今答弁あった特定財源として

入ってくるけども、決算の整理の仕方としては一般財源になるということの確認と、その額は９月補正で返還

金として８億7,000万円があったけれども、その返還金として出された８億7,000万円が今の説明に当たるもの

なのかということです。 

○財政課長（鈴木俊也君） 大変失礼いたしました。 

  今委員がおっしゃっていただいた令和４年度一般会計補正予算（第４号）、こちらで返還金が生じている部

分も含めているというような形になります。その他一般財源等の中に不用額、また統計上のルールという形に

はなってしまうんですけれども、一定の特定財源についても一般財源に振り替えるというような処理がござい

ますので、そういったところも含めて、決算で歳入と統計調査のほうの歳入一般財源のほうの差額が生じてい

ると、このようなところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 総括質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、総括質疑を終了いたします。 

  ここで５分間休憩いたします。 

午前１１時３０分 休憩 

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

午前１１時３５分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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○委員長（森田真一君） 次に、令和３年度東大和市一般会計歳入歳出決算の歳入について一括して質疑を行い

ます。 

  なお、あらかじめ申し上げておきます。質疑並びに答弁に当たっては、決算書、行政報告書などのページ数

を示した上で発言されるようお願いいたします。 

  それでは、質疑を行います。 

○委員（佐竹康彦君） それでは、決算書32ページの地方消費税交付金について伺います。 

  令和３年度は当初予算額、また前年度よりも増額となってございます。監査委員の意見書を見ますと、原資

の増に伴い配分額が増加とのこと、また行政報告書では、都の地方消費税の増収というふうにございましたが、

令和３年度におけますその詳細を伺いたいと思います。 

  また、地方税法等におきましては、消費税につきまして、社会保障給付費、また社会保障施策に関する経費

に充てるものとなっておりますけれども、令和３年度におきまして、消費税として歳入のあった額をどの分野

にどれだけ歳出で活用したのか、この点について伺います。 

○財政課長（鈴木俊也君） 決算書32ページ、地方消費税交付金についての御質疑でございますが、令和３年度

の決算額は19億323万3,000円で、前年度比１億5,696万2,000円の増でございます。主な増額の要因についてで

ございますが、委員がおっしゃいますとおり、交付金の原資となります地方消費税が前年度比で増となってい

ることによるものということでございます。 

  また、社会保障関係経費への充当分についてでございますが、こちらは税率引上げ分としまして、総額は11

億9,953万8,000円でございます。充当の内訳としましては、障害者福祉費に３億9,736万4,000円、児童措置費

に６億9,449万1,000円、学童保育所費に2,704万2,000円、保健衛生総務費に8,064万1,000円。 

  以上でございます。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、１点確認させていただきます。決算書20ページの市たばこ税ですけれども、

前年に比べ3,775万8,841円の増額となっておりますけども、これは税率の改定、また本数の増加ということが

記載してありますけれども、具体的に本数の増加になりましたけれども、要因についてどのように分析されて

いるのかお伺いしたいと思います。 

○課税課長（星野宏徳君） たばこ税の増額の要因でございますが、たばこ1,000本当たりの税額の増加や、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在宅勤務やステイホーム等の新しい生活様式による喫煙本数

の増加によるものと考えております。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 何点か伺います。 

  行政報告書135ページから136ページで、国保税の収入歩合は91.2％なのに比べて、個人市民税の収入歩合は

98.7％と高くなっています。国保税のほうが低いのか、低くなっているという言い方もできますが、その理由

について伺います。 

  決算書18ページ、個人市民税の普通徴収分について、減収の理由は納税義務者の減少となっていますが、１

人当たりの所得はどうなのか伺います。 

  それから、同じ18ページで給与特別徴収分について、納税義務者１人当たりの収入金額の減少とのことです

が、令和２年度と３年度の額について教えてください。 

  それから、同じ18ページ、年金特別徴収分について、一方で年金控除が減って、基礎控除が同額増えたので、



 

－27－ 

影響はないのかなと思っていたら、そういうことではないようなので、具体的にこれで増収になる仕組みを教

えてください。 

  それから、同じ18ページの償却資産のコロナ減免の件数と額について伺います。 

  また、設備投資などによる償却資産の増はどれぐらいあったのか、分かれば件数と額を伺います。 

  26ページの配当割交付金と28ページの株式等譲渡所得割交付金は、35.8％、43.1％の増収となっていますが、

勤労所得は減少する一方で、不労所得である金融資産所得は大きく増えているということの反映と見ていいの

か、また上場企業の業績が好調ということの反映と見ていいのか伺います。 

  39ページ、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金4,801万円が計上され、税制改正に伴

う減収補塡によるものとされていますが、これは減収額と同額の補塡がされているものなのか伺います。 

  40ページの交付税ですけれども、普通交付税について、臨時財政対策債償還基金費と臨時経済対策費の創設

が増額要因とされています。それぞれどのような趣旨と目的で創設されたのか、それぞれの金額についても伺

います。 

  それから、40ページの特別地方交付税ですけれども、これも原油価格高騰対策に関わる交付額が皆増したと

のことですが、その趣旨と目的、額について、またこれがどこに充当されたのかも伺います。 

  それから、これについてはやはり令和３年度だけのものなのか、４年度、それから来年度に向けて、期待で

きるのか。４年度、もし額が答弁できる額があれば伺います。 

  また、特別交付税の内訳と額について伺います。 

  45ページ、保育園入園者保育料と47ページの市立保育園入園者保育料、幼保無償化に伴う令和３年度の市の

歳入歳出への影響額、国と都の負担額、交付金等の影響額とその差額について伺います。 

  49ページの道路占用料と特定公共物占用料について、日本共産党は主に大企業３社だけに2,500万円も値下

げしたことを批判して、元に戻し、さらなる増収についても検討すべきと主張してきましたが、令和３年度の

検討状況と今後の見通しについて伺います。 

  51ページの家庭廃棄物処理手数料２億782万円の袋の大きさごとの内訳を伺います。 

  ごみ袋の製作と保管、販売などに関わる費用について、昨年も伺いましたが、同様に伺います。 

  同じく51ページの家庭廃棄物処理手数料２億782万円の充当先について、家庭ごみ有料化方針では、28％は

運営経費、44％は戸別収集導入経費、残り28％は新たな減量施策に充当することになっていましたが、どのよ

うになっているのか伺います。 

  56ページの新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金について、幾つの事業に充当し、一般財源からの支出

額は幾らだったのか伺います。 

  これは本年第１回定例会に向けた説明では、繰越明許500万円を除く３億2,019万3,000円については48の事

業に充当され、その48の事業に対する一般財源充当額は486万9,000円となっています。その後、不用額が出て

いれば動いているのではないかとも思いますが、伺います。 

  次に、63ページ、市町村総合交付金、都の交付総額は令和２年度と３年度はどうなっているのか、東大和市

で減少した理由を伺います。 

  市町村総合交付金の内訳と金額を伺います。 

  それから、80ページの寄附金のところで、いわゆる旧統一教会や関連団体からの寄附について調査を実施し

たのか、調査に基づいて取った対応などがあれば伺います。 
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  また、寄附金の有無にかかわらず、市や教育委員会が旧統一教会や関連団体を後援したりした事例について

調査したのか、結果と対応について伺います。 

  82ページ、特別会計繰入金が２億7,470万9,000円に及んでいて、うち介護保険特別会計繰入金が１億9,364

万6,000円に達しています。理由について伺います。 

  86ページの繰越金ですけれども、予算編成時２億円だったものが決算時では20億円近くに膨れ上がり、令和

４年度決算では２億円が30億円に膨れ上がることになります。繰越金の予算計上額が小さ過ぎることが、予算

編成を見かけ上、困難にして、市民サービス切り捨て圧力として働くのではないか。令和２年度と３年度の決

算を踏まえて、繰越金の予算計上額を見直す必要性についての認識を伺います。 

  100ページの臨時財政対策債、令和３年度の発行可能限度額を伺います。 

○納税課長（中野哲也君） 行政報告書135から136ページ、市税徴収実績調書に関する御質疑でございます。 

  国民健康保険制度につきましては、加入者相互扶助を基本とした制度でありますことから、税の仕組みにつ

いて市税との違いがあると認識しております。例えば国民健康保険税の均等割額は、加入している全ての方に

かかってくることから、市民税非課税の方にもかかると。このように目的や仕組みの違うものを一概に比較し

て、理由を見いだすということについては困難だと考えております。したがいまして、こうした目的や仕組み

の違いの中で、それぞれの収納率があると認識しております。 

  以上でございます。 

○課税課長（星野宏徳君） 私のほうからは２点目から６点目まで御答弁させていただきたいというふうに存じ

ます。 

  初めに、決算書18ページ、普通徴収分の１人当たりの所得についてでございますが、令和３年度につきまし

ては約263万円で、令和２年度の約267万円と比べ、約４万円の所得減となっております。 

  続きまして、決算書同じく18ページ、給与特別徴収分につきまして、納税者１人当たりの給与収入の減少に

ついてでございますが、令和３年度につきましては約515万円で、令和２年度の約523万円と比べまして、約８

万円の収入減となっております。 

  同じく決算書18ページ、年金特別徴収分の増収による仕組みでございますが、こちらは税制改正による所得

金額の算定方法と基礎控除の見直し等による影響による増額となっております。この改正につきましては、給

与収入や年金所得の給与所得控除、年金所得控除の控除額を引き下げ、代わりに基礎控除の控除額を合計所得

2,400万円以下の方については増額し、差引きすると負担額が生じないような改正となっております。 

  しかしながら、給与特徴分と年金特徴の併徴者であった場合、基礎控除等の所得控除の適用につきましては、

給与特別徴収分のほうに優先順位があるため、年金特徴分につきましては、基礎控除等の所得控除の増額分の

影響が及ばず、また年金等控除の控除額の引下げによる影響によりまして、仮に同一の税額であった場合は、

給与特徴分と年金特徴分の案分割合が変わりまして、そのことによって、年金特徴分の増となっていると認識

しておるところでございます。 

  続きまして、同じく決算書18ページ、償却資産のコロナ減免の件数と額についてでございますが、件数につ

きましては、まず72件の適用がございまして、税額につきましては約827万9,000円の軽減を行っております。 

  また、設備投資などによる償却資産の増額についてでありますが、償却資産に係る固定資産の課税を行うに

当たりまして着目する点は、資産の増減を行った後の当該事業者の課税標準額が幾らという点でございます。

そのため事業者ごとに設備投資の増額分が幾らで、除却等による減収額が幾らかというデータは積み上げてお
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らず、増加分の合計金額についてはお示しすることができません。また、同様に資産の数についても、数量を

把握しておらず、お示しすることができません。 

  続きまして、決算書26ページ、決算書28ページ、配当割交付金と株式等譲渡所得割交付金の増額についてで

ございますが、配当割交付金と株式譲渡割交付金につきましては、選択口座において、特別徴収する配当や株

式譲渡所得があった場合、各市町村に係る個人都民税の都民税全体に対する割合によって交付されるものでご

ざいます。そのため、令和２年中の選択口座における金融資産所得につきましては大きく増えていると言えま

す。 

  以上でございます。 

○財政課長（鈴木俊也君） それでは、私のほうから７点目以降、複数ございますので、御答弁差し上げたいと

思います。 

  まず、決算書39ページ、特別交付金の関係でございますが、算定上、一部調整額がございますが、おおむね

同額が補塡されているものでございます。 

  続きまして、決算書40ページ、普通交付税の関係で新たに創設されました費目についてでございますが、ま

ず臨時財政対策債償還基金費につきましては、地方公共団体が令和３年度の臨時財政対策債を償還するための

基金の積立てに要する経費を算定するため、基準財政需要額の臨時費目として創設されたものでございます。

基準財政需要額につきましては４億4,904万円でありますが、基準財政収入額に変更はございませんでしたの

で、交付税の額につきましても同額となるものでございます。 

  続きまして、臨時経済対策費についてでございますが、地方団体が国の補正予算に基づく事業を円滑に実施

するために必要な経費を算定するため、基準財政需要額の臨時費目として創設されたものでございます。基準

財政需要額につきましては１億6,798万円でありますが、同様に交付税の額も同額となるものでございます。 

  続きまして、９点目でございます。決算書40ページ、特別交付税のうち原油価格高騰対策についてでござい

ますが、令和３年度の算定に当たり、原油価格の影響を受けている生活者や事業者を支援するために地方公共

団体が行う原油価格高騰対策経費や原油価格高騰による地方公共団体の学校暖房費等の増加分について措置さ

れたものでございます。当市の措置額につきましては278万2,000円でございます。こちらについては一般財源

でございますので、充当ということに関しましては一般財源という形になるものでございます。 

  また、今後のことということでございますが、そちらについては現在のところまだ情報は入手できておりま

せんので、引き続き情報収集に努めたいというふうに考えてございます。 

  また、その他の特別交付税の主な内訳についてでございますが、公的病院等の運営助成に係る経費につきま

しては約3,400万円、地方バスに係る経費が約1,900万円、昭和病院に係る経費が約1,100万円、自転車駐車場

の運営に係る経費が約100万円、当市における特殊財政需要に係る経費が約4,100万円でございます。 

  続きまして、14番目になるかと思いますが、決算書56ページ、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ございますが、令和３年度に取り組みました事業数につきましては、繰越明許費分を

除きますと37事業、一般財源につきましては約3,700万円でございます。感染症対策につきましては、国や東

京都からの財源を活用しながら、各給付金の支給事業や消費活性化事業などの対応をしているところでござい

ます。 

  一方で、喫緊の課題でございます学校施設長寿命化計画の対応につきましては、市債の借入れによるものが

中心となる見込みであることから、市の負担額の平準化を図るために可能なときに公共施設等整備基金に積み
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立てるなど、大きな負担が目前に迫っていることから、そのときに困難な状況に陥らないよう努めているとこ

ろでございます。 

  続きまして、15番目です。決算書の63ページ、市町村総合交付金についてでございますが、こちらは東京都

の令和２年度、３年度の予算額ということですけれども、令和２年度につきましては580億円、令和３年度に

つきましては585億円で、５億円の増ということになってございます。 

  当市の総合交付金につきましては減少という形になってございます。この減少した主な理由でございますが、

令和２年度につきましては、徴収率が大幅に伸びたことに伴います経営努力割が増加しまして、交付額は例年

より多くなりましたが、令和３年度はその反動で減となったことによるものでございます。 

  交付金の主な内訳についてでございますが、財政状況割は約５億7,300万円、経営努力割は約２億1,600万円、

振興支援割は約６億200万円でございます。 

  続きまして、18番目になります。決算書86ページ、繰越金についてでございます。繰越金につきましては、

その基となります実質収支額は令和２年度、令和３年度と大きな額となってございますが、こちらは新型コロ

ナウイルス感染症の影響による一過性のものであり、ここまでの金額が発生すること自体を当初予算編成時点

で想定できたものではございません。 

  また、金額の大小につきましても、当初予算編成時に大きく膨らますことにより、当該年度に入ってから歳

入予算に大きな穴を開け、予定していた事業の実施ができなくなってしまうことがないように努めております

ことから、現在のところ適正であるものと考えてございます。 

  なお、予算編成時には例年各主管課から多数の事業の実施要望が上がってきており、それに対して過少に歳

入予算を見積もることにより事業を実施しないという調整は行っておりません。 

  続きまして、19番目です。決算書の100ページ、市債のうちの臨時財政対策債についてでございますが、令

和３年度の発行可能額は16億3,883万3,000円でございます。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 決算書45ページ、保育園入園者保育料、同じく47ページ、市立保育園入園者保育料

についてであります。幼児教育・保育の無償化に係る財政効果につきましては、明確には算出できません。従

前から申し上げているとおり、市の一般財源において9,000万円程度の減になったものと考えてございます。

主な要因といたしましては、認可保育園等の運営費に対する国及び東京都の負担額が増となったものが上げら

れます。 

  以上でございます。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 決算書49ページ、道路占用料と特定公共物占用料についてでございます。令

和３年度につきましては、各種の占用料単価の状況確認等を行いました。今後につきましては、道路法施行令

の規定や近隣市の状況等を踏まえて、引き続き研究を行ってまいりますが、現時点で道路占用料等の改定は考

えておりません。 

  以上でございます。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 私のほうは決算書51ページの関係でございます。 

  まず、家庭廃棄物処理手数料の袋ごとの大きさの内訳でございます。大が9,464万円、中が7,548万円、小が

3,138万円、特小が632万円でございます。 

  次に、指定収集袋の作製・保管等に係る経費につきましては、合計で6,924万2,250円となっております。内
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訳につきましては、作製費が6,026万6,250円、保管及び配送経費といたしましては897万6,000円となっており

ます。また、そのほかに指定収集袋の取扱店等への手数料が2,286万200円、それから販売業務委託料、こちら

が209万4,000円となっております。 

  続きまして、決算書51ページ、家庭廃棄物処理手数料の充当先でございますが、運営経費分といたしまして

約49％、戸別収集分といたしまして約47％、減量施策分といたしまして約４％でございます。 

  以上でございます。 

  すみません、今の私の発言で、経費の内訳のところで言い間違いがありました。指定収集袋の販売業務委託

に要する経費でございますが、正しくは290万4,000円でございます。申し訳ございませんでした。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 決算書80ページ、寄附金についてでありますが、旧統一教会や関連団体からの

寄附につきまして確認いたしましたが、該当はありませんでした。また、後援名義の承認につきましても、市

及び教育委員会ともに確認いたしましたが、該当はありませんでした。 

  以上でございます。 

○介護保険課長（里見拓美君） 決算書82ページ、介護保険事業特別会計繰入金についてでありますが、令和２

年度決算に伴い、介護給付費等に係る一般会計繰出金の精算による額を介護保険事業特別会計から繰り入れた

ものでございます。また、繰入額に関しましては、令和２年度は新型コロナウイルス感染症による影響もござ

いまして、介護給付費等の伸びが鈍化したことなどに伴うものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午後 ０時 ４分 休憩 

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

午後 １時２９分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○財政課長（鈴木俊也君） 先ほど、尾崎利一委員への答弁、決算書56ページ、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金に係る御質疑に対する答弁の中で、令和３年度に取り組みました事業、それに対する一般

財源についての答弁の中で、金額については一般財源約3,700万円と御答弁をしたところでございますが、正

しくは約2,000万円の誤りでございます。おわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 決算書56ページで、今御答弁あった新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金で、これ

に基づく事業が37事業で、一般財源の充当額は2,000万円ぐらいという答弁がありました。他の委員への答弁

の中で、コロナ対策事業が全部で36億4,200万円、国から33億円、都から２億3,700万円の特定財源ですから、

１億500万円が市の一般財源ということになりますけれども、先ほどの40ページの普通交付税のところで、臨

時経済対策費だけでも１億6,798万円が余計に来ていたと。コロナ関係でですね。ということが明らかになっ

てます。そういう点で言うと、市としてもっとコロナ対策に積極的に財政出動できたのではないか。私たちが

要求したことで言えば、例えば自宅療養者支援センターを設置するなどの財政出動できるだけの一般財源も国

から来ていたのではないかというふうに思いますけれども、その点の認識を伺います。 

  それから、100ページの臨時財政対策債の発行限度額伺いましたけれども、そうすると、令和３年度は発行

限度額いっぱいまでは臨財債借りていないということになりますが、この差額と、40ページの交付税のところ
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で言われた臨時財政対策債償還基金費４億4,904万円ですかね、これは同じ数字で対応するというふうになっ

てるのかどうか、その点伺います。 

○財政課長（鈴木俊也君） 決算書56ページ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、また決算書

40ページ、地方交付税に関連しまして感染症対応ということで、一般財源、もっと使えたのではないかという

ところでありますが、今回の他の委員への答弁の中で出させていただいた数値につきましては、あくまでも新

型コロナウイルス感染症対策事業費など、切り分けをしたもののみの金額の積み上げでございます。通常の事

業費の中でもコロナ対応させていただいている部分ございます。また、人件費、また光熱費等を含めまして、

市の負担額というものは増えてきているところでございます。一般財源で対応してございまして、そのあたり

については、普通交付税も含んだ一般財源での対応ができているものというふうに考えているところでござい

ます。 

  続きまして、決算書100ページ、臨時財政対策債と、また決算書40ページ、地方交付税の関係でございます

が、委員のおっしゃいますとおり、発行可能額と実際の借入額の差額については、交付税の額と一致している

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（和地仁美君） １点確認させていただきます。 

  決算書67ページ、都型学童クラブ補助金についてなんですが、こちらの決算額が前年度の決算額並びに令和

３年度の当初予算額より半額以下になっている理由について教えてください。 

○青少年課長（石川博隆君） 決算書67ページ、都型学童クラブ補助金の決算額についてでありますが、当初予

算編成時には、基準定員ベースで全ての学童クラブが補助対象となる可能性がありましたことから、最大の金

額を想定して計上したところでございます。ただ、実際に学童の申込みを受け付け始めた頃、入所希望が基準

定員よりも上回りまして、待機児童を可能な限り少なくするための弾力的な対応で、各クラブ、定員を増やし

て対応したところ、半数以上のクラブで、補助対象の上限であります70人を超える状態となりました。令和２

年度につきましては、東京都にも確認をしながら、平均利用日数ですとか様々加味して、補助対象のクラブを

算出できたところでございますが、令和３年度、９月21日付のＱ＆Ａによりまして、補助金算出の基礎となり

ます各学童クラブの児童数の算出に関しまして、１か月でも70人以上を超える場合は、年間を通して補助対象

外となるということが示されたところでございました。当該補助金申請におきまして、これに従い算出した結

果、対象となる学童クラブの数が昨年度よりも下回ったために、補助金が減額というふうな形になってござい

ます。 

  以上です。 

○委員（和地仁美君） 今の御答弁からすると、令和３年度の中、真ん中というか頃から、算出の基礎となる条

件が変わったというふうに理解したんですけれども、その理解は、今の答弁から言うと、１年間の中で１か月

だけでも70人を超えちゃったクラブは、１年分全部、補助が頂けないっていう意味でいいのかっていうのが１

点と、その条件、１か月でも70人超えちゃったら補助がもらえないというのは、その後も条件が変わらず、イ

コール今年度も。来年度のことはちょっと分かりませんけれども、今年度も同じ条件でなっているっていう理

解でいいのか、教えてください。 

○青少年課長（石川博隆君） 決算書67ページ、都型学童クラブ事業補助金でございます。委員おっしゃったよ

うに、９月のＱ＆Ａにおきましては、月初の登録者数が70人を超えた場合につきましては、その１か月があっ
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た場合につきまして、１年間通しては対象にはならないということになってございまして、恐らく、改正がな

い以上は今年度も同じだというふうに考えてございます。 

  なお、今回、この令和４年度からは、第四小学校のほうでは支援分けて、クラブが二つになりますから、そ

ういったところで定員の数が少なくなりますと、今年度の申請については、場合によっては補助対象のクラブ

が増える可能性もあるという形になってございます。 

  以上です。 

○委員（東口正美君） １点だけ。決算書80ページ、行政報告書20ページの寄附金のことですけれども、このふ

るさと納税、これが入ってきてる分はここに書かれているんですが、出と言うんでしょうか、ふるさと納税さ

れたことで控除された金額が分かれば教えてください。 

○課税課長（星野宏徳君） ふるさと納税の減収額についてでございますが、令和２年中に他自治体に寄附をし

まして、令和３年度の寄附金控除を申告している方は約3,700名で、寄附金額の合計は約３億3,000万円でござ

います。このうち、個人市民税の減収額につきましては約１億5,200万円となっております。ふるさと納税制

度によります減収額は、令和２年度と比較しますと、約2,900万円の減収額が増加となっているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 歳入の質疑を終了してよろしいでしょうか。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、歳入の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） これより歳出の質疑を行います。 

  初めに、第１款議会費の質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 議会費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、議会費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第２款総務費の質疑を行います。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の 44 ページ、職員研修事業についてでございますけども、令和２年度と比較いたしまして、令

和３年度は受講者数や研修項目が増えておりますけども、その効果についてお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書 73 ページ、企画業務についてでございますけども、地域包括連携協定に基づく連携事業

について、令和３年度の成果についてお伺いしたいのと、新規の３社とはどのような事業展開を行っているの

かも併せてお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書 76 ページ、総合計画事務事業についてでございますけれども、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）の達成に向けた取組として、各課の窓口にＳＤＧｓのゴールを掲示するなど、様々実施をしていただ

いておりますけども、その成果についてお伺いをいたします。 

  最後に、行政報告書 79ページ、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会気運醸成事業についてで
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ございますけども、当市におけるレガシーとはどのようなものなのか、お伺いいたします。 

○職員課長（岩本尚史君） 行政報告書 44ページ、職員研修事業費でございます。 

  新型コロナ対応の中で、令和２年度から、状況を見ながら少しずつ実施研修を増やしてきたことによる人数

増が結果となっております。引き続き安全面にも配慮しながら、集合研修、オンライン研修、またｅラーニン

グ研修など、適宜、効果的な研修を検討してまいります。 

  以上でございます。 

○企画政策課長（荒井亮二君） 行政報告書 73ページ、地域包括連携協定の成果でございます。 

  令和３年度におきましても引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けましたけれども、

こういった制約が大きい状況の中で、具体的にはフードロス削減連携事業ですとか公共施設への災害対応型自

動販売機増設、また熱中症対策セミナーの実施やその注意喚起のチラシの作成などにおきまして実績を上げた

ところでございます。こういった取組によりまして、地域活性化に資する取組が実施できたというところでご

ざいます。 

  また、新規に協定を締結いたしました３団体につきましては、協定締結後から最近までの間の取組を申しま

すと、株式会社エコスとは、店舗内への市事業等に関するポスター及びチラシの掲出を行ってございます。ま

た森永乳業株式会社とは、出生届提出時におきまして配付する啓発品の御提供いただいたりですとか、また、

同社多摩工場の中に市の情報コーナーを設置したことなどが挙げられます。また、花王グループカスタマーマ

ーケティング株式会社とは、本庁舎のトイレにおきまして、同社の便座除菌クリーナー用ディスペンサーを設

置させていただき、活用を図っているところでございます。 

  今後につきましても、新型コロナウイルスの感染拡大の状況等も見ながら、行政課題の解決、地域活性化に

資する取組を順次検討してまいりたいと考えてございます。 

  続いて、行政報告書 76ページ、ＳＤＧｓの関係でございます。 

  ＳＤＧｓにつきましては、令和３年度、まず第５次基本計画にＳＤＧｓの要素を取り入れたことが挙げられ

ます。市の施策とＳＤＧｓのゴールとの関連性を整理しまして、市の取組の考え方を整理したところでござい

ます。また、各課の個別計画策定時におきましても、このＳＤＧｓの各ゴールを掲載することですとか、また

職員研修の実施、そして庁舎内の各課窓口へのゴールの掲示などに取り組んだこと、これらによりまして市職

員及び市民の皆様への意識啓発に成果があったものと考えてございます。 

  このＳＤＧｓの 17 のゴールにつきましては、地方自治体の取組と密接な関係がございますことから、その

自治体の取組そのものは、この達成につながるというふうに考えてございます。今後も引き続き、市民の皆様、

市職員の意識啓発に取り組みますとともに、市の施策を推進することによりましてＳＤＧｓの達成に取り組ん

でいきたいと考えてございます。 

  最後でございますが、行政報告書 79ページ、オリンピック・パラリンピックの関係です。 

  こちらの主なレガシーといたしましては、まず具体的には、幾つか挙げますと、オリンピック・パラリンピ

ック教育推進校事業ですとか車椅子バスケットボール大会普及・体験教室などの実施によりまして、次世代を

担います子供たちにとりまして、多様性を尊重する意識、態度、また国際感覚が醸成され、また、障害者や共

生社会に関する理解促進なども図られたことなどが挙げられます。 

  また、ボッチャ体験会ですとか障害者スポーツ＆ニュースポーツ体験会のほか既存のスポーツイベント、こ

ちらのほうも内容を充実させて実施したことによりまして、市民の皆様にとりましても、障害者や共生社会に
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関します理解促進、スポーツ実施率の向上、運動習慣定着など、健康増進に向けた契機になったことなどが挙

げられます。 

  最後に、観光マップですとか観光案内板、総合案内板などの多言語化をさせていただきました。こちらは、

市に来訪される外国人の方への情報伝達の環境整備が図られたこと。これらがレガシーとして挙げられるかと

考えてございます。 

  こういった新型コロナの影響を受けながらも、市で定めました取組方針、アクションプランに基づく取組を

可能な限り推進させていただきまして、後世に向けたレガシーの創出に取り組んだところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、２点お伺いをいたします。 

  まず行政報告書 57 ページ、広報活動事業の市報の配布であります。これまで全戸配付を求めておりますけ

れども、宅配を希望する世帯の戸別配付が 417部と増えてきております。増えている現状から、全戸配付する

必要があると考えますけれども、令和３年度検討されたのかどうか、お伺いをしたいと思います。 

  続いて、行政報告書 88から 89ページ、防犯対策事業です。防犯カメラについては触れられていませんけれ

ども、これまで私ども公明党が増設を求めてきております。令和３年度の時点で、市が管理運営している防犯

カメラの数について、また、令和３年度の取組及び今後の取組についてお伺いをしたいと思います。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 行政報告書 57ページ、広報の中の市報の配布についてでございます。 

  市報につきましては、市民の皆様に発行日当日に等しくお届けすることを重視いたしまして、新聞６紙への

折り込みと、希望する方の宅配ということを併用して配布させていただいております。一方で、市政情報を市

民の皆様に漏れなくお届けすることも大変重要なことでございますので、毎年度、予算編成の際に、全戸配付

についての研究をさせていただいております。 

  令和４年度予算編成における試算におきましては、印刷経費と配付の経費合わせまして、現状と比較いたし

ますと約 755万円ほど、経費が増えてしまうというような結果となりました。全戸配付につきましては、市政

情報を市民の皆様に広くお伝えできるメリットがあります一方で、ただいま申し上げましたような経費の増加

とともに、配付には最短でも３日、長くなりますと５日ほどかかってしまうという課題もございますので、情

報伝達に差が生じるというところを捉えますと、引き続きの研究課題というふうに認識してございます。 

  以上でございます。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書 88 ページ、防犯カメラに関する御質疑いただきました。防犯カメ

ラの数につきましては、各課で管理してるものでございますけれども、それぞれの課から聞き取ったところに

よりますと、令和３年度末におきましての総数は 161基というふうに認識しております。また、令和３年度の

取組でございますけれども、教育費に関するものを除いてお答えいたしますと、ハミングホールに設置されて

いた８基を更新いたしまして、さらに新たに２基を追加いたしました。 

  これ以外の取組としては、既存の防犯カメラにつきましての適正な管理を行ったということでございます。 

  以上であります。 

○委員（木戸岡秀彦君） 行政報告書 88、89 の防犯対策事業ですけども、この防犯カメラについて、令和３年

度、ハミングホールに８台のものが 10 台ということでプラス２台になっておりますけども、この２台増設し

た理由が分かればお伺いしたいと思います。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 行政報告書 88 ページ、防犯対策事業に関連いたしまして、行政報告書 105 ペ
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ージ、市民会館運営事業、防犯カメラ等更新工事に係る２台の増設の理由であります。 

  防犯カメラの性質上、具体的な設置場所については答弁は控えさせていただきますけども、市民会館につき

ましては、都営住宅と隣接関係にありまして、また不特定多数の方が利用される施設でありますことから、そ

ういったことを勘案いたしまして、防犯上の死角をなくす、そういったことで増設させていただきました。 

  以上でございます。 

○委員（床鍋義博君） 行政報告書の 48ページ、職員福利厚生事業のところでメンタルヘルス対策事業。 

  高ストレス基準該当者が昨年から比べて２割ほど増えているんですけれども、何か理由があるのか。また、

その対応と、これに対して防止策といったところをお聞きします。 

  防止策になるのかどうか分かんないんですけども、その下のところにメンタルヘルスの相談利用者と産業医

の面接指導実施者数、書いてますけども、これ、両方ともゼロなんですね。これが防止策とか対策になってい

るのかどうかということ。もしくは、もしかするとこれが相談しにくい状況があるのかなとか、そのあたりの

実態を教えてください。 

  引き続き、行政報告書の 57ページから 59ページのところの広報活動、その中でＳＮＳのところで、一般質

問でもあったので重複避けますけれども、運用の仕方で前にも聞いたと思うんですけれども、即時性が大切な

ＳＮＳに対して課長の決裁が必要とかそういうことなってくると、なかなか若い人の運用に任せるということ

が難しいのかなと前お聞きしたんですけれども、そのあたり今度、インスタとか、うまべぇのインスタも始ま

ったようですし、ＴｉｋＴｏｋとか新しい媒体もありますので、そういったことを利用する際に、どれだけ臨

機応変に柔軟な対応ができるのかなっていう疑問がありますので、そのあたりどういう課題になっているのか

というところを教えてください。 

  引き続き、行政報告書 66、67 ページの契約事務事業の（２）契約形態のところでその他っていうところが

あって、「特命」っていうところが前年度は２だったのに 10 になって、５倍ですよね。増えた理由と、どの

ような形態なのかというのが分かれば教えてください。 

  最後に、行政報告書 94 ページの情報システム管理の運用ところ、在宅勤務用端末購入とあります。これっ

て何台導入して、その稼働状況というのは今どうなっているのか、その効果等も含めて教えてください。 

  以上です。 

○職員課長（岩本尚史君） 行政報告書 48 ページ、メンタルヘルス対策事業のストレスチェックについてでご

ざいます。 

  こちらにつきましては、令和３年度、確かに数のほうが多くなってございますが、こちらは事前に産業医と

一緒に対象者、どのような基準にするかということを決めた結果でございまして、年度による変更等ございま

すが、目的としましては、本人の気づきと、またそれに対するフォロー体制として、その後、本人には通知を

いたしまして、必要に応じて、そのページにございますメンタルヘルス相談、また、そちらの臨床心理士から

のさらに相談があれば、産業医の面談というふうにつながるものと認識しております。それによりましてメン

タル不調の未然防止につながると、そのように考えております。 

  以上でございます。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 行政報告書 57ページ以降、広報のＳＮＳに関してでございます。 

  先ほど御指摘を頂戴しましたように、ＳＮＳはやはり即時性を持った広報発信手段だというふうに認識して

ございます。従前は、平成 30 年より前は、広報を担当しています秘書広報課のほうに決裁を回していただき
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まして、こちらのほうで確認をした中で投稿させていただくような流れを取っておりました。ですが、ＳＮＳ

の即時性という部分に重きを置かせていただいた中で、各課の判断で投稿ができるような形に平成 30 年に改

めさせていただいております。一方で、先ほど御指摘いただきましたように、御担当者の判断で投稿ができる

かというところにつきましては、やはり行政で情報を発信する中で、インターネットに情報発信してしまった

ものが仮に間違っていたようなものの場合には、それは取り消すことがなかなかできないという情報の特殊性

もございますので、やはりそこは管理職の判断で投稿していくという流れは引き続き取ってまいりたいという

ふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○契約検査課長（長瀬正人君） 行政報告書 67 ページ、契約事務事業の特命が増えた理由ということでござい

ます。 

  こちら、工事の関係になりますけれども、設備、施設の修繕等が増えておりまして、そちら保守点検等で入

ってる業者に随意契約というようなケースが増えてるということでございます。 

  以上です。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） 行政報告書 94 ページ、在宅勤務用端末機のうち、在宅勤務用タブレット

の購入についてでございます。 

  これにつきましては、令和３年度の１月に納品がありまして、主にテレワーク用端末として、そのツールと

して導入したものでございます。台数は 40台でございます。 

  稼働状況としましては、試行的に始めましたテレワークですので、令和３年度は６台の稼働を行いました。

現在はもっと活発に活用しております。 

  以上でございます。 

○委員（床鍋義博君） 行政報告書 48 ページのメンタルヘルスのところ、先ほどの答弁でいくと、対策と予防

策というか、そういうのが該当者に、この下に書いてあるメンタルヘルスの相談や産業医の指導ってなってる

んですけど、そこがゼロになっているから利用されてないんじゃないかっていうことを聞いたわけです。だか

ら、その連携がうまくいっていないのか、それとも相談しにくいからなかなか、外の機関だったらいいけど、

内部にいる機関だと難しいのかなと。そういうようなことでどういう対策を取ってるのかということをもう一

度お聞きします。 

  同じく行政報告書 59 ページの広報のＳＮＳ関連です。臨機応変な対応していただいてると思うんですけれ

ども、確かに、市が発する情報ですから間違いがあっちゃいけないってのは当然なんです。なので、その情報

によって、例えばイベントのお知らせとか、もう事実を述べるようなものに関しては、管理職が一々チェック

しなくても大丈夫じゃないかなと思うんです。だから、全てのものがそういったルートになるんじゃなくて、

情報の種類によって分掌したほうがいいんじゃないかなっていうふうに考えますが、御見解をお願いします。 

  以上、よろしくお願いします。 

○職員課長（岩本尚史君） 行政報告書 48 ページ、ストレスチェック、連携ということでございます。確かに

メンタル相談につきましては、該当者について御案内をして、できるだけその方が利用しやすいようにという

ことで日頃から周知等しております。ただ、強制するものではございませんので、そこから先につながったと

きには、産業医、また臨床心理士ともに連携して、メンタル不調の未然防止につながるように、これからも周

知のほうしっかりとしていきたいと思います。利用しやすい環境は引き続き整備してまいりたいと思います。 
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  以上でございます。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 行政報告書 57ページ以降、ＳＮＳの関係でございます。 

  おっしゃっていただきましたとおり、内容的にいわゆる判断が必要でない情報もあるのではないかというこ

とだと思いますけれども、一方で、イベントの情報を発信させていただくときに、例えば日付、時間、場所、

そういったものも、お恥ずかしながら、確認が漏れてしまうと間違ってしまうというようなことも事象として

実際に起きてございます。そういった部分も含めまして、どういったところで即時性を担保できるのかという

のは引き続き研究させていただけたらというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） ２点伺います。 

  行政報告書 83 ページ、包括施設管理業務委託でありますが、公共施設の長寿命化適正管理、またマネジメ

ント、様々な効果を発揮しているかと思いますが、令和３年度の実績はどのようなものであるのか。また、５

年間の委託期間というふうに承知をしておりますが、中間年としてこれまでの実績をどのように総括している

のか伺います。 

  続いて、行政報告書 94 ページ、被災者生活再建支援システムでありますが、災害時の罹災証明の発行手続

等、いつ起こるか分からない災害に常に備えていただかなければいけないわけですが、現状の対応、準備、ど

こまで体制が取れているのかお尋ねをいたします。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 行政報告書 83 ページ、包括施設管理業務委託についてであり

ます。 

  令和３年度の実績についてでありますが、専門的な知見を持つ協力会社と連携をしながら、空調設備、消防

設備、昇降機などの設備につきまして、保守点検業務を行いました。また、協力会社からの報告や巡回点検等

により、事故の未然防止や不具合発生時の速やかな対応を図りました。特に老朽化が進む学校につきましては、

年間約 400か所の不具合対応、あるいは現況確認などを行っております。また、受託者からの提案によりまし

て、４か所の施設について、建物の簡易劣化診断を行い、報告を受けております。 

  次に、中間年としての総括でありますが、各種設備の老朽化について、各施設を統一の視点を持って緊急の

度合いを判断し、優先度ごとに分類した報告書の提出を受けて、これを予算化の必要性を判断する際に活用し

ております。そのほかに、契約事務、支払い事務の効率化、受託者の社員常駐による設備の不具合発生時の早

期対応により、施設利用者に対する影響の最小化、施設所管課職員の不具合発生時の対応の軽減につながった

ことを評価しております。 

  以上であります。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書 94 ページの被災者生活再建支援システムのことでの御質疑いただ

きました。 

  被災者生活再建支援システムにつきましては、その利用方法につきまして東京都が研修を行っておりまして、

令和３年度は、課税課及び納税課から合計３名の職員が受講いたしました。これによりまして、延べ受講人数

は 21 名となっております。この研修は、被災者生活再建支援システムによる罹災証明の交付ですとか、住家

被害認定調査と認定結果のデジタルデータ化などを学習できるものでございます。このため、受講した職員が

増加することで、災害時における罹災証明発行業務等の執行体制の構築が進んだものというふうに考えており

ます。 
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  以上です。 

○委員（東口正美君） それでは、何点か御質疑させていただきます。 

  行政報告書 44ページ、会計年度任用職員の数でございますけれども、昨年の 543人から 499人に 44名減っ

ていますが、この状況について教えてください。 

  続きまして、行政報告書 74 ページ、ふるさと納税返礼品について、令和３年度新たに設けられたものがあ

るのか。また、どのような返礼品が人気があるのか教えていただきたいと思います。 

  続きまして、行政報告書 88 ページ、空き家、空き地に関する対応で所有者への通知という取組がなされて

おりますけれども、令和３年度の取組状況と、この通知については毎年度 50 件程度あるかなと思っておりま

すけれども、通知している先が重複しているところなのか、それとも、通知したところは改善されて、新たに

毎年 50件ぐらい通知しなきゃいけないのか、このような状況を教えていただきたいと思います。 

  続きまして、行政報告書 90 ページ、情報システム管理・運営事業で、子育てアプリの導入が承認されてお

りますけれども、このアプリについてはどのような内容で、いつ頃から使えるようになるのか教えてください。 

  続きまして、行政報告書 93ページ、電子申請の件数が昨年 824から 1,626と倍に増えておりますけれども、

この状況についてお聞かせください。 

  続きまして、行政報告書 117ページ、女性のための法律相談が令和３年７月から新規に開始されております。

今までも法律相談あったと思うんですけれども、女性の法律相談を新規開始することになった理由と、またこ

れが１年ない、10 か月ぐらいの間に 30 件相談がありましたけれども、この内容についても、話せる範囲で教

えていただければと思います。 

  最後に、行政報告書 120ページ、東大和市男女共同参画推進計画連絡会議というのが女性副参事で組織され

ているとありますけれども、何人ぐらいでどのような会議を行っているのかお聞かせください。 

○職員課長（岩本尚史君） 行政報告書 44 ページ、人事管理事務事業費の会計年度任用職員の数でございます。

令和２年度と令和３年度の年間の総数としては違いがございませんが、令和３年度では、一部の職の任期の始

まりが４月１日より後になったことで、４月１日時点の職員数が減になったということでございます。 

  以上でございます。 

○企画政策課長（荒井亮二君） 行政報告書 74ページ、ふるさと納税の返礼品についてでございます。 

  令和３年度におきまして、新規で追加した返礼品につきましては、合計で 15 品目ございます。内訳といた

しましては、冷凍のカレーやハンバーグのセットが６種類、シルバーとゴールド製イヤーピック、いわゆる耳

かきが１種類、そして粉ミルクが３種類、そして人間ドックのコースが３種類で、ボウリングの利用券が２種

類となってございます。また、令和３年度におきまして件数の多かった返礼品を御紹介しますと、多摩湖梨で

すとかＬＥＤデスクライト、また粉ミルクといったところが多い傾向にございました。 

  以上でございます。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書 88ページの空き家、空き地に関する御質疑でございます。 

  近隣の住民から空き地あるいは空き家の管理につきまして御相談が寄せられた際には、現地を確認いたしま

して、必要に応じて所有者等に、適正管理を求める通知を送付しております。令和３年度の送付件数でござい

ますが、空き地につきましては 19件、それから空き家につきましては 42件でございました。 

  それから、重複の問題でございますけれども、私ども現地確認をして、非常に管理状況がひどい場合には、

次の年に苦情が来なくても、草木の繁茂する時期にその状況の写真を撮りまして、それとともに注意喚起、管
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理を促すような通知を所有者等に送っております。この結果、どの程度その減少が図られたかというのはここ

で数字ではちょっとなかなか申し上げられませんけれども、所有者等の意識改革に少しでもつながったものと

いうふうに認識しております。 

  以上であります。 

○デジタル政策課長（菊地 浩君） 行政報告書 90 ページ、情報システム管理・運営事業の子育てアプリの導

入についてでございます。 

  この子育てアプリは、妊娠期から就学前のお子様がおられる保護者が必要とする、子供の健全な発育、発達

支援、予防接種及び健康診査の情報を、子供さんの年齢に応じてきめ細かに提供できるよう、パソコン、スマ

ートフォン及びタブレットで利用できるアプリを構築するという内容でございます。これをダウンロードする

ことにより、保護者の負担軽減を図ろうとするものであります。 

  実施時期は令和４年４月１日からとなっております。 

  続きまして、行政報告書 93ページ、電子申請の件数が 824件から 1,626件に伸びてる件でございます。 

  令和３年度におきまして、新規に受付を開始した手続としまして、東京オリンピック聖火リレーセレブレー

ション観覧者募集や市職員採用試験受験申込の件数が多かったものであります。いずれも、受付内容の一部を

手作業で入力する必要がなくなったことなど、一定の業務の効率化が図られたものと考えております。 

  なお、その他、コロナ禍において、電子申請を利用した方が多かったように考えております。 

  以上でございます。 

○市民環境部長（田村美砂君） 行政報告書 117ページ、男女共同参画推進事業の女性のための法律相談におき

ましては、これまで、男女共同参画に関する相談事業が明確になかったことや、令和３年３月に新たに作成し

ました第三次男女共同参画推進計画の施策の１つとして、男女共同参画相談の充実を図ることを掲げていたこ

とから、令和３年度より開始をしたところでございます。 

  30 件の相談の主な内容といたしましては、離婚に関する御相談が 18 件、家族間の問題に関する御相談が４

件、ハラスメントに関する御相談が１件など、女性が抱える様々な問題に対し、女性の弁護士が対応いたしま

した。また、必要に応じて関係機関とも連携を図り、問題解決の一助となるよう努めたところでございます。 

  相談は毎月第３水曜日といたしまして、４枠を予約により受け付けているところでございまして、周知につ

きましては、啓発用カードを設置したり、またＳＮＳ等でも行ったところでございます。 

  続きまして、行政報告書 120ページ、男女共同参画推進事業の東大和市男女共同参画推進計画連絡会議の構

成員についてでございますが、令和３年度は、市民環境部長、男女共同参画推進計画の施策に関連する課長の

ほかに、女性の副参事職４人の合計 11人で構成をされてございます。 

  会議の内容といたしましては、計画に挙げた施策の推進状況の点検及び評価に関することや施策の見直しに

関すること、令和３年度においては、第三次男女共同参画推進計画の進捗管理の方法などを検討してまいった

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） それでは、幾つか再度聞かせていただきます。 

  ふるさと納税の返礼品につきましては、こんなものができましたよということで情報提供いただきまして、

毎回、そういうこともされるんだなって思ってたんですけれども、先ほども、寄附で入ってくるよりも控除額

で出てくほうが大きいという中で、東大和市として頑張って寄附してもらえるような取組をしていくしかない
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かなと思ってるんですけど。 

  いろいろやっている中で返礼品の開発っていうのはどのような取組をされているのかっていうのをお聞かせ

願えればと思います。すみません、ページ言うの忘れました。行政報告書 74ページです。 

  続きまして、行政報告書 88 ページの空き地、空き家に関しましては、次年度の分も入って通知の数になっ

ているので、１個の物件に対して複数通知がされてるんだと思うんですけど。 

  空き地、空き家の問題については、今計画を立ててまちづくりで取り扱っている部分と、今答弁は防災のほ

うからありましたけれども、日々の管理ということでまたがっていると思うんですけれども、ここはやはり計

画を立てながら現状を確認しながら、できるだけ空き地、空き家にならないようにという取組を経年ごとに蓄

積していくってことが大事かなと思ってるんですけれども、この辺の考え方についてお聞かせいただければと

思います。 

  あと、行政報告書 93 ページの電子申請の件数が伸びているというのは、定着してきた部分と、項目が、オ

リンピックのこととか職員採用のこととか、増えたからというふうに理解をいたしました。 

  続きまして、117 ページの女性の法律相談は、女性のという切り出しをしたことで、今まで相談できなかっ

たような方たちができるようになったというふうに効果を感じてるのかどうかっていうところだけもう一度確

認させてください。 

  続きまして、行政報告書 120ページの連絡会議については、女性だけの副参事でやってるというわけではな

くて、課題がある事業に対して、そこに女性の副参事に入っていただいて御意見を聞いてるっていうスタイル

だという理解でいいのかということを確認させてください。 

  以上です。 

○企画政策課長（荒井亮二君） 行政報告書 74 ページ、ふるさと納税の返礼品の拡充の取組についてでござい

ます。 

  現在、返礼品の拡充におきましては、受け身ではなく、積極的に市として情報収集を行い臨んでございます。

また、各方面から御紹介ですとか情報提供いただくこともございますので、そういったところを参考にしなが

ら活動を続けてございます。一般寄附の増ですとかまた市内産業の振興に向けまして、引き続き返礼品の拡充

に取り組んでいきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書 88 ページ、空き家、空き地に関する御質疑でございますけれども、

私どもこういった通知をして、所有者等に適正な管理を促すようにしております。そしてそのことは記録に取

っておりまして、データベースといいますか、その記録は蓄積確かにしております。そしてこの記録が、管理

がどうしても不十分なところが目立つ土地につきましては、何らかの個別の対応も検討しなければならないと

いうふうに認識しております。 

  委員御指摘のとおり、現在、空家等対策計画というものが策定途中でございますけれども、こういった計画

の進捗状況もにらみながら、適正管理に向けて努めてまいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○市民環境部長（田村美砂君） 行政報告書 117ページ、男女共同参画推進事業の女性のための法律相談でござ

いますけれども、今委員のほうからございましたように、女性のための女性による法律相談っていうところが

やはり、相談者の方に相談のしやすさというところが生まれて、９か月で、１回４枠ですので、36 のうちの
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30 ってことですので、およそ８割の枠が埋まってるというところがそういったとこの表れではないかなと思

っております。 

  それから、120 ページの男女共同参画推進計画連絡会議でございますが、今委員がお話しありましたように、

こちら、平成４年から始まった会議体でございまして、男女共同参画の推進計画の施策について検討する会議

体ということで、恐らく当時は女性の管理職が少なかったというところもありまして、男女共同参画というと

ころでいろいろな視点を入れるというとこで、あえて女性の副参事というところを枠として入れたというとこ

ろが出発だったかと思っております。 

  以上です。 

○委員長（森田真一君） ここで５分間休憩いたします。 

午後 ２時１９分 休憩 

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

午後 ２時２３分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（佐竹康彦君） それでは、何点か伺います。 

  決算書 108ページ、行政報告書 54ページ、法規事務費につきまして。 

  市に対して市民から起こされた裁判が係争中であるというふうに認識してございます。この令和３年度の状

況と、弁護士費用ですとか訴訟に対応するために要した経費、これは令和３年度どのぐらいかかったのかにつ

いて伺います。 

  続きまして、決算書 108 ページ、行政報告書 58 ページの広報活動費。別の委員の方からも御指摘、御質疑

ございましたけれども、令和３年度におけます広報活動におきまして、ＳＮＳの活用をどのように展開された

のか、またその成果をどのように捉えていらっしゃるのか、また市民からの反応はどのようなものがあったの

か伺います。 

  続きまして、決算書 116 ページからと行政報告書 78 ページのまち・ひと・しごと創生事業費の中でブラン

ド・プロモーションへの取組、令和３年度も行っていただいておりますけども、令和３年度におけるブラン

ド・プロモーションへの取組の詳細とその成果をどのように捉えているのか伺います。 

  続きまして、決算書 118 ページからと行政報告書 83 ページの公共施設等マネジメント事業の中で、令和３

年度におきましては、令和４年度へ向けました図書館、地区館への指定管理者制度導入につきまして、選定作

業が行われました。委託業者の選定を行った際に重要視した視点と決定した事業者のどこを高く評価されたの

か伺います。 

  続きまして、決算書 138ページからと行政報告書 132ページの徴収事務費でございます。窓口業務の効率化

が進みまして、各種納税の滞納分への取組が着実に推進されているものというふうに認識しておりますけれど

も、令和３年度の取組、どのように行われたのか、またその実績の額はどのようなものか伺います。 

  以上です。 

○文書課長（阿部晴彦君） 決算書 108ページ、行政報告書の 54ページ、訴訟についてであります。 

  令和３年度に係争中の訴訟は２件ありました。１件は議会関係で、陳情の議長預かりに関して、令和２年

11 月、損害賠償請求事件が提訴されました。令和２年度から４年度にかけまして９回の口頭弁論が開かれ、

令和４年４月、市側の主張を認める判決の言渡しがありました。費用としましては、令和２年度に着手金 59
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万 4,000 円、令和４年度に日当 44 万円を支出いたしました。令和４年の６月に控訴されましたので、現在係

争中であります。令和４年度には、着手金 59 万 4,000 円を弁護士へ支払いました。ほかに訴訟に関わる費用

としましては、職員の人件費が相当するかと思います。 

  もう一件は中央公民館関係で、チラシの修正に関して、令和３年 12 月、損害賠償請求事件が提訴され、係

争中であります。支出は、教育費から、令和３年度に着手金 59万 4,000円を弁護士へ支払いました。 

  以上でございます。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 決算書 108 ページ、行政報告書 58 ページ、広報の中のＳＮＳの関係でござ

います。 

  ＳＮＳの活用ということでございますけれども、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種

に関します情報発信など、こういったものを積極的に活用することで、即時性を意識した情報発信に努めさせ

ていただいたところです。 

  ＳＮＳ、数種を扱っておりますけれども、その中でも、令和２年の 10 月から運用を開始してますＬＩＮＥ

につきましては、令和２年度半年間で 136件の投稿いたしておりますけれども、令和３年度１年間では、その

およそ 3.5倍になります 478件の投稿をさせていただいたところでございます。 

  ＳＮＳ全体を通しまして、市民の皆様からの活用に関しての反応ということは、残念ながら特段ございませ

んけれども、こうした地道な投稿を続けることによりまして、全庁一丸となって、重要な情報あるいは魅力的

な情報の発信に努めさせていただきました結果、直近のＬＩＮＥの友達の登録数でいきますと 3,300件を超え

るというようなところで、順調に運用できてるんではないかなというふうに評価させていただいております。 

  また同様に、従前より活用しておりますツイッターとフェイスブックにつきましても、非常に緩やかな増加

ではございますけれども、着実にフォロワーの数を増やしているというふうに認識してございます。ＳＮＳに

つきましては、先ほども御答弁させていただきましたが、即時性がある情報発信手段ということでございます

ので、加えてプッシュ型で情報をお届けできるというところで、市としてしましても大変重要なものだという

ふうに認識してございます。そういったＳＮＳの特性を理解しながら、引き続き同様の取組を通して適時的確

な情報発信に努め、広報活動のより一層の充実を図っていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○総合戦略推進担当課長（田代雄己君） 決算書 116 ページ、行政報告書 78 ページ、まち・ひと・しごと創生

事業におけますブランド・プロモーションの取組についてでございます。 

  まず認知度の向上としましては、ブランド・メッセージ及びロゴマークを市報や刊行物等に掲載しまして、

市のイメージの情報発信をしてまいりました。また、インターネット検索サイトにおきましては、ウェブ広告

を掲載しまして、市の公式ホームページの市のＰＲページに誘導しまして、市の魅力を伝えてまいりました。

また、多摩モノレールの２駅に市のＰＲ広告も掲出しております。 

  また、スタッフプライドの醸成の関係では、職員に研修等を行いまして、意識の醸成を図ってまいりました。

そしてシビックプライドの醸成というところでは、清瀬市と連携しましてインスタグラム「キタマガ」を運営

して、地域で活動する魅力的な人物に焦点を当てた投稿を行ってまいりました。 

  成果についてでありますけれども、主なものを申し上げますと、インターネット検索サイトのウェブ広告を

通じまして、市のＰＲページへのクリック数は２万 8,045件ありまして、市の魅力を知っていただくきっかけ

をつくることができたと考えております。また、インスタグラム「キタマガ」の運営におきましても、令和４
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年２月 28 日時点で 1,124 人の方にフォローしていただきまして、２市のよさを効果的に情報発信することが

できまして、シビックプライドの醸成に寄与できたものと考えております。 

  以上でございます。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 決算書 118 ページ、行政報告書 83 ページ、地区図書館への指

定管理者候補者の選定についてでありますが、重視をした点は、利用者の利便性の向上につながること、図書

館事業の質の向上につながることであります。その上で選定した事業者につきましては、次の５点を評価いた

しました。 

  １点目は、直営の開館時間と比較して、桜が丘図書館の開館時間が週に８時間、清原図書館の開館時間が週

に 15時間、合計で週 23時間の拡大が見込まれることです。２点目は、継続的かつ安定した体制の運営が期待

できることです。３点目は、令和３年５月現在、全国で 541館の図書館運営を受託している実績に裏づけされ

た図書館運営の経験値であります。４点目は、地域事情に明るい地元人材の積極雇用、司書の資格を持つ方の

採用を積極的に行うことなど、安定雇用に向けた取組の提案であります。５点目は、図書館を使った調べる学

習コンクールといった独自事業など、民間のノウハウを生かした事業提案であります。 

  以上となります。 

○納税課長（中野哲也君） 決算書 138ページ、徴収事務費に関する御質疑でございます。 

  令和３年度市税収納率につきましては、令和２年度の 98.7％、こちらは現年課税分と滞納繰越分合わせた

ものでございますが、こちらが 0.3ポイント上回る 99％となっております。平成 24年度から 10年連続で向上

し続けて、ついに 99％台の高水準となりました。令和３年度決算期における市税滞納繰越分調定額に着目い

たしますと１億 4,722 万 7,947 円となりまして、令和２年度における１億 8,814 万 8,781 円と比べ、4,092 万

834円、率で言いますと 21.7％縮減しております。 

  ちなみに、５年前の平成 29 年度において約３億 6,000 万円ありました滞納繰越分調定額が、令和３年度で

約 60％圧縮することができております。 

  また、市税滞納繰越分調定額の類似団体との比較についてでございますが、かつて長期滞納案件の対策に遅

れが生じ、水をあけられた状態であったものが、平成 30 年度に導入いたしました納税管理及び徴収補助等業

務委託による業務効率化が実現したことで、戦略的な滞納整理が実践され、今では類似団体と同水準の調定額

となっております。 

  加えて、令和３年度における滞納繰越分への取組の１例でございますが、滞納案件の中で不動産差押え未解

決事案について紹介したいと思います。 

  不動産差押え未解決事案に関しましては、現時点において、滞納整理方針をほぼ定めることができておりま

す。その中には、滞納処分の最終手段でございます不動産公売といったものも含まれておりますが、このこと

について数年ぶりに、東京都主税局が主催します合同不動産公売に参加することができております。不動産公

売につきましては、周到な準備と高度な滞納整理業務が要求されまして、法令遵守や関係機関との調整を踏ま

えた着実なマネジメントと進行管理が必要となっております。滞納整理の業務の効率化により、徴税吏員が長

期滞納案件に取り組める組織的基盤の構築が図れたことで、不動産公売の実施に至ったものでございます。 

  そして、新型コロナウイルス感染症の感染防止に加え、納税者のさらなる利便性の向上を図る観点から、電

子マネーによる市税等の納付を開始しております。これは、市役所、金融機関、コンビニエンスストアなどに

赴く必要がなく、いつでもどこでも納付が可能となるもので、当該事業が納期内納付、ひいては現年課税分の
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収納率向上にも寄与することを期待しているとこでございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  まず、行政報告書 132ページの徴収事務費につきましては、今大変大きな成果を上げられているというふう

に認識をいたしました。高く評価をさせていただきます。５年前に比べて 60％の縮減ということで、大変大

きなお仕事に取り組まれているんだなということで改めて確認をさせていただきました。引き続き、なかなか

難しい事業の１つかというふうに思いますけれども、着実なお取組をお願いしたいというふうに思います。 

  行政報告書 78 ページのまち・ひと・しごと創生事業のブランド・プロモーションにつきましては、非常に

いい取組、特にシビックプライド等の取組、清瀬とのものが令和３年度までで終了したという部分も行政報告

書に書いてありますけれども、いい取組等につきましては、引き続き何らかの形で展開できるようにしていた

だければなと思いますので、これ要望としてお伝えさせていただきます。 

  １点、歳出なんですけれども、行政報告書 58 ページの広報活動費のＳＮＳなんですけども、様々な媒体を

活用して広報活動に力を入れていただいたということで確認をさせていただきました。特にＬＩＮＥにつきま

しては、非常に大きな形で情報発信をしていただいてるということでございます。こういった令和３年度の取

組を受けて、今後の事業展開で、その成果をどのように生かしていこうとされておるのか、この点について再

度確認をさせていただきます。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 行政報告書 58ページ、広報活動におけますＳＮＳの関係でございます。 

  ＳＮＳに関しまして、先般、一般質問で他の議員からも御質問頂戴しまして御答弁させていただいたところ

でございますけれども、よりよいまちづくりに取り組むためには、広報活動を通しまして市政情報を市民の皆

様に積極的にお伝えしまして、共有化を図ることが重要であるというふうに認識してございます。そうした中

で、先ほど御紹介をさせていただきましたけれども、市の公式ＳＮＳに関しまして、友達の数ですとかフォロ

ワーの数が微増とはいえ順調に伸びているというところを鑑みますと、市民の皆様に市の情報について関心を

お寄せいただいているということなんではないかなというふうに認識してございます。ＳＮＳにつきましては、

比較的容易にプッシュ型で情報を発信できます反面、もともと市政情報に興味を持たれてる市民の方におかれ

ましても、つまらない等のマイナスのイメージがありました場合には、その情報の受け取りを拒否されてしま

うというような特性もございます。そういったところから、ＳＮＳの原点に立ち返りまして、互いの良好な関

係が保てるように、例えば事務的な長文の投稿ですとかいうような行政目線での発信を避けること、あるいは

市民の皆様の関心、反応が期待できる情報の投稿を適度に織り交ぜて活用していくことなど、市民目線での運

用に努めていく必要があるのではないかなというふうに認識してございます。 

  ＳＮＳの取組としましては、初歩的なことではございますけれども、引き続き広報活動全体としまして、情

報発信手段の特性に応じた効果的な広報を理解しまして各手段を活用することで、市全体としまして伝わる広

報の実践に努めてまいりたいと、このように考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） ３点お伺いします。 

  行政報告書の 66 ページ、庁舎管理事業の中の光熱水費のうち、内訳として電気代がどれくらいかかったか。

前年度と比較して、電気代とあとその使用量の増減がどうだったかということをお伺いします。 

  また、地球温暖化防止のために環境配慮した点について、何か工夫した点があったらお伺いします。 
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  それから、行政報告書 82 ページ、公共施設等マネジメント事業の指定管理者選定委員会による評価のとこ

ろなんですけれども、82 ページの下のほうに評価の開催日がありまして、１日で内容、４か所の視察・評価

となっていますけれども、１日のうちに４施設を回って評価したということなんでしょうか。どのような評価

をされたのかお伺いしたいと思います。 

  指定管理に関しては、モニタリングなどが非常に重要だと思っているのですが、その点についてどのように

されてきたのかということと、あとは、外部の第三者の評価の必要性について、何か検討したことがあったら

教えてください。 

  もう一点、行政報告書 84 ページ、ふれあい広場管理事業ですけれども、こちらのほうは、業績を見る限り、

コロナの影響もあるかと思いますけれども、私としては非常に頑張ってやっているなというふうに感じている

のですけども、令和３年度の事業をどのように評価して、これ閉鎖をしていくということだと思いますけれど

も、その結論に至るまでどのような議論があって、またあと事業者からはどのような御意見があったのかなど、

教えていただきたいと思います。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 行政報告書 66 ページ、庁舎管理事業の光熱水費における電気の電気代、また

使用量についてでございます。令和２年度と比較しての数字になります。 

  電気代につきましては、令和２年度が 1,457万 2,372円、令和３年度が 1,913万 6,666円、差し引きますと

456万 4,294円、約 31.3％増となっております。 

  また使用量、数量についてなんですが、令和２年度が 82 万 2,548 キロワットアワー、令和３年度は 96 万

9,393キロワットアワー、差し引きますと 14万 6,845キロワットアワー、約 17.9％の増になります。 

  それから２点目、環境問題に配慮した取組ということになりますが、庁舎全体としましては、まず照明器の

無駄な点灯しないようにということをまず第１に考えております。それから、これは職員課とも連携している

ことなんですが、夏季また冬季にクールビズまたウォームビズ、そういうことを重ねながら電気代の節約とい

うことに全庁的に取り組んでいるとこでございます。 

  以上でございます。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 行政報告書 82 ページ、公共施設等マネジメント事業におけま

す指定管理者のモニタリングについてでありますが、毎年度実施をしているものであります。１日で、指定管

理者制度を導入しております全施設について、視察及び評価をしているものであります。 

  指定管理者選定委員会におきましてこのモニタリングを実施いたしますが、まず、施設の視察等の前に、令

和２年度の事業の実施報告などをまとめたものを資料としてお配りさせていただき、事前にお目通しをいただ

きます。その後、モニタリングの日１日を使いまして順に全施設を訪問いたしまして、その場で施設の視察、

あるいは施設のスタッフ等に対する説明やヒアリングを実施いたします。一連の視察が終了した後、本庁にお

きまして今度は、指定管理者制度を導入しております施設の所管課長等を含めた職員によりまして、施設所管

課を対象としたヒアリングを行いまして評価していただくのが一連のモニタリングであります。このモニタリ

ングにつきましては現在、指定管理者選定委員会の委員といたしまして内部での評価になっておりますが、外

部の委員の必要性等についての検討は行っておりません。 

  次に、行政報告書 84 ページ、ふれあい広場管理事業でございますが、令和３年度、ふれあい広場におきま

しては、現在運営者として株式会社シーズプレイスにおきまして、それぞれの事業が展開されております。基

本的にはハンドメイドの作家さん等による、棚にハンドメイドの作品を置き、販売等を行うというものが主に
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なっておりますけれども、それ以外に、シーズプレイスの独自事業などを展開されること、あるいはハンドメ

イド作家さんにより逐次ワークショップなどが開催されているということを聞き及んでおります。 

  令和３年度におきましては、運営会社におきまして様々な努力により、コロナ禍という大変な状況の中で施

設運営をいただきましたが、令和２年度の業務分析の結果、このふれあい広場につきましては、予定では令和

４年度をもって終了となります。その件につきましては、運営者であります株式会社シーズプレイスに出向き

まして、当方、市における検討結果などを伝え、相手方からは、その旨了解をいただいているところでござい

ます。 

  以上となります。 

○委員（実川圭子君） ありがとうございました。 

  行政報告書 66 ページの庁舎管理のところなんですが、いろいろ工夫をされてはいますけれども、かなり使

用量も電気代も上がってるということで、このあたりをどう評価しているか、もう一度、お考えをお伺いした

いと思います。 

  それから、行政報告書 82 ページの公共施設マネジメント事業の指定管理の評価、モニタリングについてで

すけれども、また地区図書館のことなども増えましたので、今後、第三者による評価なども検討していただけ

たらなというふうには思います。これは要望で、御答弁は結構です。 

  それから、行政報告書 84 ページのふれあい広場の管理事業なんですけれども、ここでは、委託している先

の事業のほかに、市のＰＲなどの拠点みたいなこともあったと思いますけれども、その辺はどのようだったか

ということと、あと、市の事業評価の中で、どういう理由でここを閉鎖することになったのかというのをもう

一度お伺いしたいと思います。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 行政報告書 66 ページ、庁舎管理事業になります。電気代の増大についてなん

ですが、２年度、３年度比較したところでございます。要因は大きく２つ今考えてるところでございます。１

つは、まず電気を使用する数量なんですが、２年度と同様なんですが、コロナ禍におきまして、やはり換気に

一番重点を置かなければいけないというところから、窓を開けっ放しの状態というのが続いてございます。そ

の中では空調機がかなりフル稼働しているということがまず１つで、電気量を使用することが増えております。

それによる金額の増と、それからもう一点は、昨今の原油高によって、電気料の高騰というのが著しかったと

ころがございます。この２点が大きく電気料が増えた要因だということで考えております。 

  以上でございます。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 行政報告書 84 ページ、ふれあい広場管理事業におけます件に

ついて、２点御質疑をいただきました。 

  まず１つ目、ふれあい広場におけます市の事業の案内などについてでございますが、令和３年度も引き続き

ふれあい広場を使いまして、市の発行しております各種ＰＲのための印刷物、リーフレットやチラシなどの配

布を行っております。また、事業によりましては、作成されたポスターをお届けいたしまして、ポスター掲示

等に協力をいただいているところであります。 

  次に、ふれあい広場の業務分析におけます評価でございますが、玉川上水の駅前において、駅降りてすぐと

いう立地の下、東大和にこれまで立ち寄ることがなかった方を中心に、ハンドメイド作家さんの作品などを求

めて初めて訪問される方などが多くいたというように理解しております。そういう意味では、玉川上水駅前の

立地を最大限活用したよい事業展開ではあったと思いますが、市の活動といたしましては、物件の使用料、年
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間 100万円ほどの建物の使用料をお支払いして実施する事業活動といたしましては、費用対効果がよろしくな

いという評価が業務分析により提示されましたので、それを受けて廃止を決定した次第であります。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 行政報告書 144ページ、個人番号カード交付関係事務事業ですけれども、令和３年度１

万 1,321件ということですが、令和３年度までの交付総数と交付率を伺います。また、当市の発行件数を市は

どのように評価しているのか。市が課題と認識していること、また、課題を踏まえて今後どのように取組を進

めるのか伺います。 

  マイナンバーカード取得については、抵抗感を持つ市民も少なくないという状況ですから、強制にならない

よう留意が必要だと考えますが、その点についての認識も伺います。 

  それから、決算書の 105ページ、職員人件費ですけれども、病気等による長期休職者数及び退職者数、死亡

者数について資料頂きました。これ５年間ですけれども、もっと遡りますと、平成 27 年度には長期休職者、

つまり病気等で 30日以上休んだ人数は 13人、フィジカル４人、メンタル９人でした。年度中に新たに８人、

フィジカル２人、メンタル６人が長期休職者となり、４人が復職したと。フィジカルが３人、メンタルが１人。

そういうふうにその際答弁されています。この資料では、令和３年度は長期休職者が 27 人ということで、倍

以上になってるわけです。フィジカルが８人、メンタル 19 人というふうになってるわけです。27 人のうち、

最長の休職期間は何日間なのか伺います。 

  それから、これだけ増えている理由と市の対策について伺います。 

  同時に、長期休職者が倍増すれば、コロナ対応など市の仕事にも影響すると考えますが、職員増などの検討

について伺います。 

  それから、105 ページの職員人件費。これは残業時間の問題ですけれども、令和３年度予特での質疑では、

副参事以上の職員の残業時間については、時間外手当がないため、勤怠管理は職員自身が行ってるという答弁

でしたが、平成 29 年の労働安全衛生法の改正により、使用者が管理監督者の労働安全衛生規則に規定する方

法で把握しなければならないこと。労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、ＰＣ等の使用時間の

記録等の客観的な方法や、使用者による現認が原則となることを定めています。当市でも速やかにそのような

措置を取る必要があると思われますが、令和３年度中どうだったのか。また課題について伺います。 

  同じく 105ページ、職員人件費ですけれども、同じく予特での質疑で、会計年度任用職員の有給休暇の取得

について、個々の職員は休暇表に基づいて取得をしていると答弁されていますが、平成 29 年の労働基準法の

改正によって、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日

については、使用者が時期を指定して取得させることが義務づけられています。このため、使用者側から取得

を働きかける必要が出てきます。令和３年度中に対象となるものがあったのか伺います。 

  119 ページ、公共施設等マネジメント事業費、包括施設管理業務委託ですけれども、管理業者が一切を事細

かに管理するようになっているため、委託前までは日常業務の中で現場の裁量に任せれば何も問題なかったこ

とで、かえって非効率になっているという事例を聞きます。例えば施設清掃業務に従事する方からは、清掃時

に使用する市販の洗剤が切れて、今１瓶欲しいというのに一々元請の管理会社を通さなければ手に入らないた

め、何日も入荷を待たされて不便しているというようなお話です。このような事例を把握しているのか。令和

３年度、このような非効率をなくす取組実践と課題について伺います。 

  119 ページ、同じく公共施設等マネジメント事業費、包括施設管理業務委託費、市内事業者への発注の割合
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について伺います。 

  それから、同じく 119ページの公共施設等マネジメント事業費、包括施設管理業務委託料ですけれども、施

設の修繕でも、ぎりぎりまで修繕しないより、早めに予防的にお金をかけたほうが、結局は支出を削減できる

と。包括施設管理委託によって、専門的にそういったことが可能になるという御説明でしたけれども、このあ

たりでの令和３年度の実績について伺います。 

  同じく 119ページ、公共施設等マネジメント事業費ですが、児童館の運営業務委託の検討状況について伺い

ます。 

  それから、決算書 133ページ、新堀地区会館管理費ですけども、故障中のエレベーターの更新についての検

討状況について伺います。 

  それから、決算書 139ページ、行政報告書 132ページ、徴収事務事業費ですけども、警告書等発送件数のう

ち、国保税の滞納に起因するものはどれぐらいの割合になるのか伺います。 

  決算書 139ページの徴収事務費。これも資料頂きましたけれども、令和２年度分及び３年度分のコロナを理

由とする国保税徴収の全額または一部免除の適用世帯数と額について伺います。 

○委員長（森田真一君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時５７分 休憩 

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

午後 ３時 ６分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民課長（長井素子君） 行政報告書 144ページ、個人番号カード交付関係事務事業についてでございます。 

  令和３年度末の交付総数は３万 9,600枚、交付率は 46.4％でございます。令和２年度と比較しまして、13.7

ポイントの増となっております。この交付率は 26市中 11位となっているところであり、比較的上位に位置し

ているものと認識しております。 

  現在国は、カードの新規取得や健康保険証としての利用申込み等にポイント付与を行うキャンペーンを実施

しておりますことから、市といたしましても、マイナポイント事業において、窓口における設定支援やマイナ

ンバーカードの利便性を周知してまいりました。今後につきましても、出張申請や市報及びホームページでの

ＰＲを行い、普及率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

  市民の方の中には、マイナンバーカードに抵抗感のある方もいらっしゃるということに留意しつつ、市とし

ましては、１人でも多くの方がマイナンバーカードのメリットを享受できるよう、ＰＲに努めてまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○職員課長（岩本尚史君） 決算書 105ページ、職員人件費の職員の病気等による長期休職者についてでござい

ます。 

  休職期間の長い方については、継続して２年になる職員がおります。前年度との比較についてですが、身体

面を理由とした休職者が増えてきておりますが、個々の事情等もございますので原因は特定できませんが、症

状ですとか病状につきましては、都度、本人からの報告を受けながら、療養、または職場復帰に向けた相談を

進めております。 

  職場での対応につきましては、令和３年度の長期休職者 27名のうち 16名が職場復帰をしております。また、
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業務に支障がないように、会計年度任用職員の配置等で対応しているところでございます。 

  同じく決算書 105ページ、職員人件費の管理職の勤怠管理につきましてです。こちらにつきましては、法改

正の趣旨に沿って、管理職が過重労働また長時間勤務とならないように、自己管理に努めております。課題と

しましては、管理職自身も必要に応じてメンタルヘルス相談ですとかストレスチェック等を活用するなど、健

康管理に十分気をつけるということが課題と認識しております。 

  同じく決算書 105ページの職員人件費、会計年度任用職員の年次有給休暇の取得でございます。労働基準法

では、年次有給休暇の時期の指定義務が定められていますが、地方公務員法では、この規定については適用除

外となっております。年次有給休暇が適切に取得できるよう、職場環境の整備、周知にも努めております。 

  説明は以上でございます。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） ４点御質疑をいただきました。決算書 119ページ、公共施設等

マネジメント事業費であります。 

  包括施設管理業務委託におきまして、清掃で使用する洗剤の入荷まで何日も待たされたという事案について

は把握をしておりません。清掃業務の洗剤などは、包括施設管理業務を導入する前と同じように、清掃業務の

協力会社において用意をすることとしております。本事案は、清掃業務側の洗剤などの在庫管理の問題である

と考えます。ただ、清掃に実際に従事なさっていた方、大変お困りだったとお察しいたします。したがいまし

て、後ほど施設名をお教えいただければ、協力会社に連絡をいたしまして、清掃員の方と情報を共有し、在庫

管理の徹底など、要請をしたいと考えております。 

  次に、決算書 119ページ、公共施設等マネジメント事業費であります。包括施設管理業務委託料におけます、

受託者から協力会社に支払った金額のうち、市内業者の協力会社に支払った金額の割合は 48％であります。 

  次に、決算書 119ページ、公共施設等マネジメント事業費、包括施設管理業務委託料でありますが、令和３

年度は、受託者の提案によりまして、建物劣化診断の施設として、市民体育館を含めました。診断の結果、屋

上のコンクリートの大きなひび割れ、鉄筋の露出、コンクリートの剥落、外壁のタイルのひび割れなど、早期

の改修が必要であるとの報告を受けたことを踏まえまして、令和４年度当初予算に、市民体育館屋上防水及び

外壁改修工事の工事費を計上するに至っております。これにより、雨漏りや外壁の剥落等により市民体育館が

利用できなくなる前に、体育施設の機能維持に効果があったと評価をしております。 

  最後に、決算書 119ページ、公共施設等マネジメント事業費でありますが、児童館の運営業務委託の検討は、

現在は行っておりません。 

  以上であります。 

○市民環境部長（田村美砂君） 行政報告書 114ページ、新堀地区会館管理費のエレベーターの更新についてで

ございますが、新堀地区会館に限らず、空調機器や消防設備など、ほかにも緊急を要するような大規模修繕が

必要である市民センターも幾つもあることから、施設内に入る関係課とも調整しながら、限られた財源の中で、

施設の安全確保を最優先としながら、全体的に優先順位を検討しているところでございます。 

  以上です。 

○納税課長（中野哲也君） 決算書 139ページ、徴収事務事業費に関する御質疑でございます。 

  行政報告書 132ページに掲載してあります警告書等発送件数のうち、国民健康保険税の滞納に起因するもの

の割合でございますが、おおよそ５割となっております。 

  以上でございます。 
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○保険年金課長（岩野秀夫君） 決算書 139ページ、徴収事務費に関連して、国民健康保険税のいわゆるコロナ

減免の実績につきましては、令和２年度は 246世帯、減免額が 4,552万 7,100円、令和３年度は 118世帯、減

免額が 1,919万 2,000円であります。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 行政報告書 144ページのマイナンバーカードですけれども、国のほうでは、今年度末ま

でにほぼ全ての国民がマイナンバーカードを持つことを目指して取組を進めているということですが、平成

31 年度時点では 26市中６位、令和３年は 26市中 11 位というのが市の今の状況のようですけれども、この令

和３年度末の状況から、市としてどのように見通しを持っているのか。また、政府の目標に対して交付がなか

なか進まないという点についての認識を伺います。 

  それから、105 ページの職員人件費で、副参事以上の職員の残業時間の関係ですけれども、御答弁で自己管

理ということでしたが、自己管理では駄目というのが労働安全衛生法の趣旨で、タイムカードも含めた客観的

な方法ということが言われてるので、そこら辺についての認識、検討状況について伺います。 

  それから、同じく 105ページの職員人件費で、会計年度任用職員の有給休暇の問題で、地方公務員法は適用

除外になってるということですけれども、適用除外になっているからよしとするということなのかどうか伺い

ます。 

  それから、119ページの包括施設管理業務委託で、市内事業者への発注割合 48％ということですけれども、

経年で、傾向として増えてるのか減ってるのか、そこら辺、分かれば伺います。 

  以上です。 

○市民課長（長井素子君） 行政報告書 144ページ、個人番号カード交付関係事務事業についてでございます。 

  ８月末現在の交付率は 49.8％となっており、令和４年度末の区切りに向け、普及に努めているところでご

ざいますが、未申請の方がどのぐらい申請いただけるかについて、見通しを持つことは困難と考えております。 

  抵抗感や不安がある方がいらっしゃる一方で、興味はあるものの、手続の手間やメリットが分からないとい

った理由で申請しない方もいらっしゃるものと認識しておりますことから、マイナンバーカードの利便性とと

もに周知を図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○総務部長（矢吹勇一君） 決算書 105ページ、管理職の時間外に関してでございます。 

  御説明のありました労働安全衛生規則によりますと、タイムカードによる記録、ＰＣ等による使用時間の記

録等、客観的な方法と併せて、その他適切な方法によるものも認めるということになっております。具体的に

は、自己申告による把握についても、適切な措置をした上で認められるというふうにされております。この内

容にのっとりまして当市におきましては、管理職が自己管理により記録をきちんと管理、記録した上で、それ

が適正になされていることを事業者、人事としまして確認して、それを説明し実施するという方法を取ってご

ざいます。 

  それと、２つ目の同じく 105ページ、会計年度の有給休暇の適用でございます。 

  先ほど課長から説明ありましたとおり、労働基準法につきましては、直接の適用はないんですけれども、当

然、有給休暇につきましては、きちんと取得させるということを事業主として行うべきでございます。特に会

計年度任用職員につきましては、年度単位での任用ということが大原則でございます。したがいまして、その

任期期間中にきちんと有給休暇が取得できるように、状況としては、職員課のほうで指導、あるいは徹底する
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ようにしてございます。 

  以上です。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 決算書 119ページ、公共施設等マネジメント事業費であります

が、包括施設管理業務委託料におきまして、受託者から協力会社に支払った金額の市内業者の協力会社に支払

った割合につきましては、平成 31 年度、令和２年度、令和３年度と減少傾向となっております。ただ、平成

31 年度との比較におきまして、約１％の減少でございますので、減少傾向とは言いながらも、大きな変動等

はないというように理解をいたしております。 

  以上であります。 

○委員長（森田真一君） 総務費の質疑を終了して異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議のないものと認め、総務費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第３款民生費の質疑を行います。 

○委員（中間建二君） ３点伺います。 

  行政報告書 170ページ、地域福祉権利擁護事業についてでありますけども、独居高齢者が毎年着実に増加し

ている中で、この事業については非常に需要が高まっているものと思います。行政報告書によりますと、新

規・契約前の相談 52件に対して新規契約数は 13件となっておりますが、これはどのような要因によるものな

のかお尋ねをいたします。 

  202 ページのヘルプカードの作成・配布についてでありますが、こちらも行政報告書を見ますと、着実に配

付が進んでいるように思いますが、ヘルプカードに対する一般の方々の理解促進についてはまだまだ不足して

いるのではないかと思いますが、このあたりの取組について、令和３年度の状況、また今後の取組について伺

いたいと思います。 

  最後３点目、238 ページ、民間保育園運営委託・補助事業に関連して伺いたいと思いますが、毎年度、当市

においては、日本一子育てしやすいまちづくりを掲げて、保育園の待機児童対策を強力に推進してきていただ

いてるかと思っております。令和３年度の待機児童対策はどのような状況であったのか。また、過去５年間の

保育定員と入園希望者の推移及び待機児童数がどのような状況であったのか、伺いたいと思います。 

  また、令和３年度は、これまで実施してきた待機児童対策の大きな効果に加えて、コロナ禍の要因等で待機

児童ゼロが達成できたというふうに報告をいただいたかと思いますが、このような状況は今後どのように推移

していくというふうに予測をしているのか、この点について伺いたいと思います。 

  以上です。 

○福祉推進課長（山田茂人君） 行政報告書 170ページ、地域福祉権利擁護事業についてでありますが、地域福

祉権利擁護事業につきましては、東大和市社会福祉協議会が東京都社会福祉協議会から委託を受けて事業を実

施しておりますが、新規相談の件数よりも契約件数が少ない要因といたしましては、同じ相談者の方から複数

回の相談がある場合がございますことと、新規相談の際に、相談内容や御本人の状況によりまして契約までに

は至らないような場合や、後見人に引き継ぐ必要がある場合があることなどが要因として考えられます。 

  以上でございます。 

○障害福祉課長（大法 努君） 行政報告書 202ページ、ヘルプカードに係る取組でございますが、外見からは
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分からなくても、ヘルプカードを身につけた人を見かけたときに、周囲の方々が配慮や支援をくださることが

可能になるよう、市といたしましては、12 月の障害者理解促進月間の中で、ヘルプカードにつきまして市民

の皆様への周知・啓発を続けていくとともに、ヘルプカード普及講習会を市内団体等向けに実施し、障害者理

解促進に併せて、ヘルプカードの目的や意義の周知・啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 行政報告 238ページ、待機児童についてでございます。 

  平成３年度におきましては、新たに都有地を活用した分園の開設等の施設整備等を行いました。また、第二

給食センター跡地においては新たな保育園ということで、事業者の決定もしてきております。 

  過去５年間の認可保育園、認定こども園、小規模保育、家庭福祉員合算の定員についてでございますが、平

成 30年は 2,310人、31年は 2,306人、令和２年は 2,289人、３年は 2,289人、４年は 2,299人となってござい

ます。また、４月入園の申込者数につきましては、平成 30年 571人、31年 689人、令和２年 651人、３年 499

人、４年 490人となっております。今後の推移につきましては、このような状況が来年度以降も続くものと考

えております。 

  令和６年には、新たに１園、保育園を開設し、利用者の動向に注意しながら、保育を希望している方が入園

できるよう、市内保育施設と協力し、引き続き待機児童ゼロとなるように努めてまいりたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） 行政報告書 170ページの地域福祉権利擁護事業、今御説明をいただきましたが、重複し

た相談件数等もあるということでございますが、事案によっては新規契約まで至らないということで、これは

要件が軽くて該当しない場合等が考えられるかと思うんですけども、ある意味では何らかの、独居高齢者等が

生活をしていく上で支援が必要な事例ということには当然なろうかと思いますので、社会福祉協議会が窓口に

なってるわけでございますが、どのような形で適正な相談または支援につなげていくのかということが大きな

課題ではないかと思っております。この点についての御認識を再度伺いたいと思います。 

  それから、ヘルプカードの件については了解をいたしました。 

  238 ページの民間保育園運営委託・補助事業に関連しての待機児童対策について伺いました。これまでの取

組の中で待機児童ゼロも達成し、また継続してこの状況が続けられるようにということで御答弁をいただきま

したが、そういう中で、これまでも東大和市では、保育の質の維持・向上ということについても継続して、待

機児童対策に加えて取組がされてきているかと思います。この保育の質の維持・向上についての現状の考え方。

また、他の自治体においては、数年前から保育の質を向上させていくためのガイドラインを策定し、公表しな

がら取組がなされてる例も複数あるかというふうに思いますが、このあたりの幼児教育の重要性をどのように

考え、市として保育の質維持・向上に取り組んでいかれるのか、この点について再度確認させていただきたい

と思います。 

○地域福祉部長（吉沢寿子君） 行政報告書 170ページの地域福祉権利擁護事業についてでございますが、東大

和市社会福祉協議会では、様々な関係機関とも連携等を図っておりますことと、これらのいわゆる福祉サービ

スの総合調整に関しましては、市の職員など含めて連絡会議なども行っておりますことから、こういった中で

つながらなくても、フォロー等必要な方については、そういった中で連携体制が組まれるものと考えておりま

す。 
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  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 初めに、先ほどの答弁の中で、令和３年というところを平成３年と言ってしまいま

した。誠に申し訳ございませんでした。訂正いたします。 

  行政報告 238ページ、民間保育園運営委託・補助事業費における待機児童、また、ただいまありました保育

の質についてでございます。 

  保育の質につきましては、現在、市内民間保育園、研修等を実施して、保育の質を上げていこうという努力

はしているところでございます。ガイドライン等については、まだ整備等、話が出て進めているような状況で

はございませんが、民間の研修機関のほうがかなりそういった面で営業かけてきておりますので、その辺と組

みながら何かうまく、また市からも補助が出るような形で、より質を高めた保育を実施できればなというふう

に考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） では、何点かお伺いします。 

  決算書 192ページの生活保護費、職員人件費のところで、ケースワーカーの人数について毎年確認していま

すが、令和３年度の人数と１人当たりの担当件数が何件だったのか。また、厚生労働省基準、１人当たり 80

世帯という基準と比較して、どのように評価をしているのか伺います。 

  また、昨年の御答弁では、令和３年度新たに、生活保護開始時の調査などケースワーカーの事務の補助業務

を行う会計年度任用職員を採用し、ケースワーカーの負担軽減が図られていくものという御答弁があったと思

うんですが、どのくらい負担軽減が図られたと考えているのか。また、人員確保について、増やしていくとい

うことについても検討されるという御答弁でしたが、検討状況を伺います。 

  次に、行政報告書 282 ページ、生活保護援護事業のところで、保護廃止となった世帯数、134 世帯、実人数

が 176人となってますが、廃止となった主な理由にはどのようなものがあるのか伺います。 

  ちょっと戻りますが、行政報告書 231ページ、児童手当支給事業のところで資料頂きました。ありがとうご

ざいます。児童手当として支給されたうち、それぞれ給食費、保育料、学童保育育成料として支払った額につ

いて、世帯数が分かる資料を頂きました。給食費については、後ほど 10 款のほうでお伺いしたいと思うんで

すが、この保育料、学童保育育成料のほうは、昨年度と比べても、児童手当からの天引きが少なくなっている

と思います。この理由について、市としてどのように認識しているのか伺います。 

  次に、行政報告書 238ページからの民間保育園運営委託・補助事業のところで、こちらも資料頂いています。

その資料についての質疑の前に、１つ、コロナの感染拡大があった中で、休園を余儀なくされただけでなく、

職員の方々も感染したり濃厚接触者になったりと、本当に御苦労があったというふうに思います。その御苦労

は今もなお続いてると思いますが、令和３年度を通して、事業者や保護者からの声などを踏まえて、どのよう

な課題があったのか。また、子供たちの安心・安全だけでなく、先ほど保育の質ということで他の委員からも

質疑ございましたけれども、コロナっていう中で、安心・安全だけでなく、保育の質もやはり維持向上してい

くということが必要だと思いますので、その点どのように市として責任を果たしていくのか伺います。 

  同じところで、資料を頂いたところでお伺いします。保育士の配置状況についての資料頂きました。ありが

とうございます。国の配置基準に基づいた職員数についても資料をお願いしたのですが、こちらはないという

ことでした。行政報告書の在籍児童数というところから、国の配置基準に基づく、実際どうなのか分からない

ですけれども、およその保育士数というのが、何歳の子が何人いるかっていうので大体分かりますので、それ
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をちょっと見ますと、やはりどの保育施設でも、国の配置基準よりも相当数多くの保育士を雇っているという

ように思います。この保育士の賃金の原資となる委託料は国の配置基準に基づくものなので、市内で働く保育

士の賃金や労働状況など把握するために、どれだけ市内の保育施設が国の配置基準を超えてたくさんの保育士

を雇っているかということを市も知っておく必要があるのではないかと思うんですが、その点の御認識を伺い

ます。 

  それから、もう一つ資料として新規採用者退職者についての要求をさせていただいたんですが、こちらもな

いということでした。職員の定着率というのは、子供や保護者との関係づくり、また働きやすさなど、保育の

質に大きく関わることですので、こちらも市として把握しておくべきではないかと考えますが、御認識を伺い

ます。 

  次に、行政報告書 245ページ、ベビーシッター支援事業負担金。利用人数ゼロとなってるんですが、理由を

市はどのように認識しているのか伺います。 

  また、周知方法や費用など、制度の使いやすさについての御認識も伺います。 

  次に、行政報告書 261ページ、子どもショートステイ事業ですが、令和３年度の新規事業だと思いますので、

事業の評価と課題について伺います。 

  最後、行政報告書 272ページからの学童保育所運営事業のところで、こちらも資料頂きました。ごめんなさ

い、資料の質疑の前に、こちらもコロナの感染拡大の下で、職員の方もやはり御自身が感染したり濃厚接触者

になったりという中で事業を継続しなくちゃいけないということで、大変な御苦労あったと思います。現在も、

先ほどの保育のところと同様、御苦労続いてると思いますが、令和３年度を通して、事業者や保護者からの声

などを踏まえ、どのような課題があったのか。放課後の子供たちの安心・安全だけでなく、保育の質を維持・

向上するために、市としてどのように責任を果たしていくのか伺います。 

  次に、同じここのところで資料、学童保育所ごとの有資格者数と固定配置職員数についての資料頂きました。

ありがとうございます。有資格者の数が増えていて、これはよかったなと思うんですが、市としてどのような

支援を行ったのか伺います。 

  ただ１点、兼任の方がちょっと増えてるなと、昨年と比べて増えてるのはちょっと気になっていて、子供と

の関係を構築するということを考えると、あと、指導員の方の働き方ということから考えても、あまり兼任と

いうのはよくないのかなというふうに思うんですが、その点、市はどのように認識しているのか伺います。 

○委員長（森田真一君） ここで５分間休憩します。 

午後 ３時３８分 休憩 

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

午後 ３時４２分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生活福祉課長（青木一麻君） 決算書192ページ、生活保護費、職員人件費についてでございます。 

  ケースワーカーの令和３年度の定員数は15人で、１人当たりの担当件数は約91件であります。厚生労働省の

標準数は80世帯ですので、11世帯多い状況と認識しております。 

  次に、令和３年度に新たに採用した会計年度任用職員につきましては、生活保護開始時の調査を含めた各種

通知発送やチェック、窓口や電話応対業務などの事務補助を行っており、ケースワーカーの負担軽減が図られ

ているものと考えております。 
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  最後に、人員確保の検討状況でございますが、市役所全体での定員の状況を踏まえながら、組織定員所管部

との調整を行っているところでございます。 

  続きまして、行政報告書282ページ、保護廃止の理由ごとの内訳につきましては、主なものを申し上げます

と、最も多いものは死亡による廃止で、58件でございます。次に多いのが稼働収入の増でございまして、18件

でございます。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 行政報告231ページ、児童手当からの徴収についてでございます。 

  令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、３歳以上のお子様については保育料が無償になりまし

た。これに伴い、滞納者が減少していることが一因と考えてございます。市といたしましては、引き続き納入

相談を行い、各御家庭の状況を伺いながら、児童手当からの徴収を含めた滞納対策に取り組んでまいりたいと

考えてございます。 

  続きまして、行政報告書238ページ、コロナウイルス感染症に係る休園についてでありますが、保育園から

は、園医が休診日のため助言が頂けないとか、職員も罹患し、保育者の人数が足らず、保育が大変だなどの声

がございました。市といたしましては、消毒液、マスク、手袋などを各保育施設に配付し、感染拡大防止に努

めたところでございます。 

  次に、決算特別委員会資料（７）、職員配置についてであります。 

  毎月の委託料の算定に当たり、規定数以上の職員の配置があることを確認してございます。配置が潤沢か、

ぎりぎりかという程度の感覚はつかんでおりますが、はっきりした数字は持ってございません。 

  続いて資料８、新規採用また退職者についてであります。 

  保育課といたしましては、私立保育園の新規採用及び退職者の集計や名簿の作成は、委託料の算定など、業

務に必要がないことから、業務上行ってございません。新規採用に当たっては、保育士のお仕事相談会、離職

防止には、家賃や駐車場の補助などにより支援を行っているところでございます。 

  続きまして、行政報告245ページ、ベビーシッター支援事業についてであります。 

  ベビーシッターの利用を希望する方は、１名の登録がございました。実際は制度を利用するに至らなかった

もので、ゼロ人ゼロ円ということで行政報告のほうには表記してございます。周知等につきましては、入園不

承諾通知、公式ホームページ、窓口などにおいて、制度の説明を十分に行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 行政報告書231ページ、児童手当のほうから徴収された育成料についてでござい

ますが、納付に関する丁寧な相談の結果として、令和３年度は１件のみとなったものでございます。引き続き、

保護者の方の御意思を尊重した形で、丁寧な納付の相談について取り組んでまいりたいと、このように考えて

ございます。 

  続きまして、行政報告書272ページからの学童保育所運営事業についてでございます。 

  新型コロナウイルス感染症対策としましては、国の臨時交付金を活用しまして、育成室等の水道の自動水栓

化工事を実施したほかに、非接触型検温つきオートディスペンサースタンドですとか二酸化炭素測定器等を購

入、配備することで、安心して通所できる環境整備に努めました。受託事業者におきましても、感染の影響を

受ける中、スケールメリットを生かした人員配置に努めていただき、消毒や換気の徹底、それから児童に対す

るうがいや手洗いの指導を浸透させたことによりまして、これまでの間、全てのクラブを閉所せずに運営を継
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続しております。このことから、保護者のほうからは感謝のコメントを多く頂いてるところでございます。 

  課題としましては、コロナの影響で外での遊びがどうしても制限されてしまったというようなこともちょっ

とありまして、これにつきましては、感染状況を今後確認しながら、また改善に向けて、受託事業者と検討を

進めてまいりたいと、このように考えてございます。 

  今後におきましても、学童保育の質の維持・向上を図るために、市において定期的に各クラブの状況を確

認・把握するとともに、定期調整会議をはじめ、受託事業者との連携を密に図りまして、要望、課題等の整理、

情報共有に努めてまいりたいと、このように考えてございます。 

  続きまして、資料の有資格者の数の関係でございますが、有資格者を増やすための方策としまして市では、

東京都が実施します放課後児童支援員認定資格研修について、積極的に受講のあっせんに努めております。今

後も引き続き、情報提供及び受講のあっせんについて努めてまいります。また、兼任の支援員がいることにつ

きまして、受託事業者におきましては、例えば年度の初めにクラブの運営面について不安があるときですとか、

職員に急な体調不良があったようなときに無資格者の補助員を充てるよりは、経験豊富な、これまでずっと長

いこと勤務されてたような職員ということで有資格者の方を充てるということで、言わばバックアップ体制の

一環という形で運用しているということだそうです。長引くコロナ禍の中、職員の応援体制を複層的に構築し

ておりまして、子供たちも安心して学童保育所を利用できているというふうに考えておりますが、引き続き市

におきましても、各クラブの運営状況について確認を行ってまいりたいと、このように考えてございます。 

  以上です。 

○子ども家庭支援センター長（原 里美君） 行政報告書261ページ、子どもショートステイ事業についてでご

ざいます。 

  子どもショートステイ事業につきましては、平成23年度に事業を開始して以来、養育協力員宅で預かる形式

で実施してまいりましたが、令和３年度からは、そちらに加え、市内の児童養護施設で預かる施設型ショート

ステイ事業も開始いたしました。 

  施設型ショートステイ事業につきましては、施設を活用し、常時受入れを可能にしたことにより、緊急時の

対応が可能となったことや、児童が環境の整った施設で規則正しい集団生活を送れることで、児童やその家庭

の福祉の向上につながっていると考えております。 

  今後につきましても、児童を養育する家庭等の状況に応じ、必要な支援が提供できるよう努めてまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございます。何点か再質疑をさせていただきます。 

  まず、決算書192ページの生活保護費、職員人件費のケースワーカーさんのところですけれども、人数を

─増員を求めているっていうふうに私は受け取ったんですけれども、その点ちょっと御確認を。人数を増

やそうと思って検討されてるというふうに受け取ったんですが、その辺を確認させてください。 

  次に、行政報告書231ページの児童手当支給事業のところです。 

  保育料と学童保育育成料、ともに保護者の方から丁寧に聞き取りをされているということですので、これが

強制的に児童手当から天引きにならないように、引き続きよろしくお願いいたします。こちらは要望です。 

  次に、行政報告書238ページからの民間保育園運営委託・補助事業のところで、コロナの感染に対して、い

ろいろ市としても支援を行いながら、その中でどうやって保育の質を維持向上するために市も関わって、保育
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施設からどういう苦労があるのかとか、保育の質という部分で、どういうことができるのかっていうのを

─どうやって市として責任を果たしていくかっていうところでちょっと御答弁がなかったような気がしま

したので、再度お願いいたします。 

  それから、資料頂いたところですけれども、市内保育施設の保育士の配置の状況。お金は国の配置基準の保

育士さんの分しか入ってこないけど、実際には安心・安全のためにたくさんの保育士さんを雇っているという

ことだと思います。最近も認定こども園でお子さんが亡くなるという事故がありましたけれども、どこの保育

施設でもお金が不十分にしか入らない中で、たくさんの保育士さん雇って頑張っているというふうに思います

ので、そこはやっぱり市としても、どういう状況にあるのかということをしっかり把握していただきたいとい

うふうに思います。こちらは要望です。 

  それからもう一つ、資料の新規採用者、退職者のところですけれども、こちらもどのように把握をするのか

というのは議論の余地があると思うんですが、配置状況のところと同様に、保育の質にも関わることですので、

市としてしっかり関わっていただきたい、把握していただきたいと思いますので、こちらも要望を再度いたし

ます。 

  それから、行政報告書272ページからの学童保育所運営事業のところ。こちらの資料、有資格者のところで

ちょっと確認なんですけれど、兼任の方については、事業者さんは動きやすいようにするために兼任の方がい

るっていうことだとは思うんですけれども、ただやっぱり、有資格者の方がいっぱいいて、兼任にならないよ

うにというのが一番いいのかなというふうに思うので、その点の市の御認識を伺いたいと思います。 

○地域福祉部長（吉沢寿子君） 決算書192ページ、生活保護費、職員人件費の部分でございます。 

  ケースワーカーの定員につきましては、令和４年度になりますけれども、１名増員して、現在は16人となっ

ているところでございます。ただ、令和３年度から引き続き、自立支援金などの業務も入ってきたりとか、そ

れから面接相談員などがなかなか、募集しても採用できなかったりということで、ケースワーカーが兼任をし

たりしているという状況もございますので、引き続き担当件数などの負担はあるということでございますので、

今後の生活保護の受給世帯数等を鑑みながら、引き続き、職員の定数等含めて、調整は必要であると考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 行政報告書238ページの関係です。保育士の質維持・向上というところについてで

ございますが、こちらについては、前の委員のときにもお話ししましたが、研修等の充実等をやっていくもの

かなというふうに思ってございます。直接市が手を入れてどうのこうのというところは、今、民間保育園に対

しては考えていないところでございます。民間保育園として、離職防止も含めた中で質の維持・向上を図るた

め、職員の研修等を充実するというような方向性に市のほうは誘導していくべきなのかなというふうに考えて

ございます。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 行政報告書272ページ以降で学童保育所の有資格者の兼任の関係でございますけ

れども、先ほど御答弁差し上げましたけれども、有資格者は、ここで研修を受けて資格を取られてってことで、

昨年に比べて今年は大分増えてはおりますけれども、いかんせん、補助員から支援員になったばかりというふ

うな方も結構多いもんですから、経験がどうしても多くないということで、経験が浅いと、どうしてもその方

に任せっきりはなかなか難しいのかなというふうなところがございます。ですから、そういう方々が今後また
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経験を積んで、そういう形で各クラブで十分に指導ができるような形に経験豊富になってくれば、今、兼任と

いうふうな形でやっているベテランの支援員さんは、１か所に集中した形で見守りに努めてもらうのがいいの

かなというふうに思いますので、今後の定期調整会議等でもそういった話もしていければというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○委員（東口正美君） それでは幾つか質疑させていただきます。 

  行政報告書220ページ、地域生活支援事業の障害者の方の就労支度金14名分。この方たちがどのような就職

をされたのか伺えればと思います。 

  同じく220ページの地域生活支援事業で、重度障害者大学等修学支援事業というのは昨年まではなかったの

ですけれども、個人情報に差し支えないところで、どんなふうに頑張っていらっしゃるのか、教えていただけ

ればと思います。 

  続きまして、行政報告書228ページ、障害者就労支援事業、地域開拓支援実績の３つ項目がございますけれ

ども、就職希望者の掘り起こし、２番目として企業等への助言・支援、３番目として企業等への新規開拓、令

和３年の取組をお聞かせください。 

  続きまして、行政報告書279ページ、生活保護事務事業費におきます墓埋法の取扱いについて、４件ほどに

なっております。以前、身寄りのない方の終活支援についてということで一般質問させていただきましたけれ

ども、令和２年ゼロだったのが令和３年４件になっておりますので、どのような状況だったのか伺いたいと思

います。 

  続きまして、行政報告書280ページ、生活困窮者自立支援事業。毎年、そえるの事業について確認をさせて

いただいておりますけれども、令和３年度、新規件数は少なくなっているものの、相談の延べ件数は増えてい

るということで、継続した丁寧な御支援をしていただいてると思っておりますが、令和３年度の取組について

伺います。 

  そして、就労決定者が、令和２年44件から令和３年57件と伸びておりますので、この取組についても伺いた

いと思います。 

  そして、子どもの学習・生活支援事業も、昨年も大きな成果を確認させていただきましたけれども、令和３

年度の取組についてお聞かせください。 

  以上です。 

○障害福祉課長（大法 努君） 行政報告書220ページ、就職支度金の助成者に係る就職についてでありますが、

多くの方が契約社員という雇用形態でございまして、事務員、清掃員、製造業、小売業などの多岐にわたる分

野で就労をされております。 

  続きまして、行政報告書220ページ、重度障害者大学等修学支援事業についてでございますが、障害者総合

支援法に基づく重度訪問介護や移動支援、こうした障害福祉サービスでは、通学の支援は通年かつ長期にわた

る外出に当たるといたしまして、サービス提供の対象外とされております。そのため市としまして、国の補助

事業を活用いたしまして、移動に障害のある学生の教育機会を保障する観点から、重度障害者が就学するため

に必要な支援体制が大学等において構築されるまでの間、重度障害者に対して、大学等への通学中及び敷地内

における、修学に必要な身体介護等を提供することができるよう事業化したものでございます。 

  続きまして、行政報告書228ページ、障害者就労支援事業につきまして、まず就職希望者の掘り起こしにお
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きましては、障害者の特性、障害者の就労面における可能性、適性を見極め、障害者就労施設等から就労を希

望する障害者の掘り起こしを行いました。また、市役所内における庁内実習にも参加していただき、就労意欲

を高めていただく一助といたしました。 

  企業等への助言・支援につきましては、障害者雇用に対する不安解消のため、他社での取組を紹介したり、

雇用後の離職を防ぐため、継続的な助言や支援を行いました。企業等への新規開拓につきましては、障害者雇

用に取り組もうとする市内の企業に向けて、障害者雇用に関する制度、障害者に対する配慮について説明を行

いました。 

  市としましては、障害のある方の就職の機会の確保、企業等とのマッチングなど、障害者就労生活支援セン

ターによる適切な情報収集や、民間企業との連携を図った支援の取組を引き続き行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○生活福祉課長（青木一麻君） 行政報告書279ページ、墓地埋葬法に基づく取扱い４件につきましてですが、

いずれの案件も生活保護の受給者ではない方々で、遺体の埋葬または火葬を行う者がないものとして、市が葬

祭等を行ったものであります。 

  ４件のうち３件につきましては、知人等からの警察・救急への通報などから自宅でお亡くなりになっている

ことが判明し、東大和警察署から市に連絡があったもの。もう一件につきましては、病院での死後に病院から

市に連絡があったもので、いずれも、法の規定に基づき、市が葬祭等を行ったものであります。 

  続きまして、行政報告書280ページ、生活困窮者自立支援事業についてですが、１点目のそえるでの相談受

付件数、新規件数につきましては、令和３年度は新規相談実件数が847件で、コロナ禍の影響が最も大きかっ

たと考えられている令和２年度と比べますと、217件の減であります。相談延べ件数につきましては、令和２

年度と比べ1,055件増加しております。この理由につきましては、家計相談等を含めました継続的な支援が必

要な世帯が増えているものと思われます。 

  ２点目の就労決定者の増加につきましては、令和２年度と比べて13件増加しております。この理由につきま

しては、相談に来られる方の求職活動へのモチベーションの上昇や、飲食業等での雇用が再開されているとい

うことなどが挙げられるのかなというふうに考えております。 

  ３点目の子どもの学習・生活支援事業につきましては、令和３年度の利用者16名のうち、中学３年生が２名、

そのうち１名は不登校歴のあるお子様でしたが、２名とも進学することができております。この事業では、子

供の家庭環境を整えることや、生活習慣の確立などにも重きを置いて、保護者を含めた世帯全体への支援に取

り組んでいるものであります。今後も、子供たちが通いやすい雰囲気を大切にしながら、継続してまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） ありがとうございます。 

  重度障害者の支援につきましては、御努力いただいたということで確認させていただきました。 

  また、障害者就労につきましても……。すみません、ページが重度障害者のほうは行政報告書220ページ、

続きまして行政報告書228ページの障害者就労につきましては、先日も、特別支援学校を卒業してから生き生

きと働く卒業生の姿も見させていただきまして、この障害者就労支援センターがものすごく頑張ってくださっ

てるっていうのが分かりまして、今回も分かりましたので、引き続きよろしくお願いいたします。 
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  １点、再質疑でございますけれども、墓地埋葬法に基づく取扱いについては、先ほどありましたように、生

活保護世帯ではない方を行政が最期、埋葬までの手続をするっていうことで、この費用は多分、市行政が出す

と思うんですけど、その後の財産管理等に関しては、このことから市の業務が派生するようなことがあるのか

どうか確認させてください。 

○生活福祉課長（青木一麻君） 行政報告書279ページ、墓地埋葬法に関しまして、取扱案件のその後の財産管

理についてでございますが、基本的には、葬祭を行った費用、こちらが市のほうの債権となってまいりますの

で、その部分に関しましては市のほうで持つんですけども、それ以外の財産について、市のほうで管理してい

くということは基本的にございません。 

  以上でございます。 

○委員（床鍋義博君） 行政報告書167ページ、８ページのあたりでシルバー人材センターについて。 

  会員の入会状況見ると、年々減ってるのかな。これって、仕事が減っていて、需要と供給とのバランスが合

ってないのかどうかといったところを教えてください。 

  同じく行政報告書186ページの高齢者慶祝事業です。もうこれ10年ぐらいやってますけども、段階的に減っ

てはいるんですけど、まだ残っているということで、再度、毎年同じ質疑をします。これはどういった意味が

あるのかっていうことを教えてください。 

  以上です。 

○福祉推進課長（山田茂人君） 行政報告書167から168ページのシルバー人材センターの会員の入会状況で、需

要と供給の関係ということでございますけれども、やはり今コロナ禍ということもありまして、業務自体が減

っていっているということはございます。それで実際、コロナ禍による不況の影響というのは、確かにあると

いうふうに認識しております。 

  以上です。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書186ページ、高齢者慶祝事業について、敬老金の支給及び

最高齢者及び百歳高齢者訪問についてでございます。 

  敬老金の支給についての意義といたしましては、高齢者に対して敬意の意を表するものでございます。その

効果といたしましては、御本人の意識の高揚、支援といったものがございます。最高齢者及び百歳高齢者の訪

問についての意義でございますが、長寿をお祝いするものでございまして、その効果といたしましては御本人

様の意識の高揚や支援、他の高齢者の方の意欲のつながりといったものがございます。 

  以上です。 

○委員（床鍋義博君） 行政報告書186ページの高齢者慶祝事業のところですけれども、毎回同じ御答弁ですけ

れども、私の考えとしてはいつも同じで、お金を集めてただ配るっていうのは、所得の再配分以外は全く付加

価値がついてないことで、行政がお金をかけてやることではないということを改めて主張させていただきます。

段階的に減らしてるっていうことを見ても、庁内でそういう議論があって、これって廃止するべきだよねとい

うことから段階的に減らしてるんだと思うんです。ですから、一気になくしてしまうのがいいんです、こうい

うのは。高齢者の意識高揚って言うんですけれども、それが5,000円でなるのかどうかって非常に疑問があり

ます。実際に440件で220万円ですけれども、これ以外にお金集めてるわけだから、お金集めてる費用もかかる

し、これを配付するにもお金がまたかかってるし、これを管理するのにもお金がかかってるんです。だから、

これが目に見えた以上のお金がかかっている事業であるということを認識して、そのお金があれば、もしかす
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ると若者の奨学金で、この金額で貸与じゃなくて支給できるような奨学金にするとかっていうことのために、

もし廃止するっていうふうに説得したら、反対と言う人は少ないと思うんです。ですから、そういうことも含

めて、行政がただお金を集めて配付するっていうような……。これは１つ挙げてますけども、ほかのところで

もまだあります。啓発グッズのところでも前言いましたけども。そういったことは廃止していくべきではない

かなっていうふうに思うんですけれども、それに対しての見解をお聞かせください。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書186ページ、高齢者慶祝事業についてでございます。 

  確かに委員のおっしゃるとおり、高齢者慶祝の事業につきましては様々な御意見あるかと思いますが、現在、

百歳高齢者につきまして実施してございます。百歳高齢者につきまして令和３年度実施分につきましては、大

正10年にお生まれになった方でございます。100年以上、人生を歩んでこられた方に対しまして敬意を表する

こと、そのことに意義があるものと認識してございます。 

  以上でございます。 

○健幸いきいき部長（川口荘一君） 行政報告書186ページの高齢者慶祝事業でございますけれども、１つ目の

敬老金の支給に関しましては、令和３年度をもちまして事業廃止してございます。もう一つの最高齢者・百歳

高齢者訪問は、担当課長のほうから答弁させていただきましたけれども、人生100年ということが言われてま

すけれども、まだまだ、平均寿命として100歳というのは、そこまではいってないということで、やはり100歳

という重い、そういったことに敬意を表しまして、最高齢者・百歳高齢者訪問については、引き続き事業を実

施してまいりたいと考えてございます。 

  以上です。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、２点質疑をさせていただきます。 

  行政報告書191ページ、認知症検診推進事業ですけれども、認知症がかなり増えてる中で、重要な取組だと

考えます。本日の市報にも案内が詳しく掲載されておりましたけれども、検診案内の送付数が前年の730件か

ら882件、高齢化によって152件増えております。また、受診者が令和２年６件から令和３年23件で増えており

ますけれども、送付数に対してどれぐらいのレスポンスがあったのか、また市はどのように認識しているのか

お伺いしたいと思います。 

  次に、行政報告書255ページ、子ども家庭支援センター運営事業ですけれども、虐待の相談件数について、

前年２年の146件から129件と減少しておりますけれども、これに関しては、コロナ禍により状況が様々変化し

ていると考えますけれども、これについてはどのように認識しているのかお伺いいたします。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書191ページ、認知症検診推進事業について、受診対象者の

検診の御案内に対する反応についてでございますが、本検診の案内に同封しております、自分でできる認知症

気づきチェックリストのセルフチェックの結果、20点以上を原則検診の対象者としておりますが、令和２年度

実施の際、市民の方から、20点にまではいかないものの心配だという声を複数いただきましたことから、令和

３年度につきましては、19点以下でありましても、検診を希望される方について受診の対象といたしました結

果、受診者数の増加が図られ、対象者の方に対し、一定の効果があったものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○子ども家庭支援センター長（原 里美君） 行政報告書255ページ、子ども家庭支援センター運営事業の虐待

の相談件数についてでございます。 

  先日、国から、令和３年度の全国の児童相談所での児童虐待相談件数が発表され、20万7,659件で過去最多
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であったということが発表されております。市の子ども家庭支援センターにおける令和３年度の新規の児童虐

待相談件数は、前年度との比較で見た場合は減少しておりますが、平成29年度が75件、平成30年度が130件、

平成31年度が117件となっており、増減はありますが、国と同様に増加の傾向にあるものと考えております。 

  なお、コロナ禍における一定の制限や、逆に制限の緩和など、社会状況の変化については、増加などの１つ

の要因につながっているものと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ４時１７分 休憩 

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

午後 ４時２５分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の184ページ、高齢者日常生活支援事業の高齢者等虐待防止地域ネットワーク運営会議がコロナ

禍で中止や書面開催となっておりますけども、具体的な成果はどのようなものなのかお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書192ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業についてでございますけども、ワクチン

接種用のタクシー券の配布事業について、市民からとても喜ばれている事業でございますけども、使用率や市

民の反応をどのように捉えているのかお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書255ページ、子ども家庭支援センター運営事業についてでございますけども、要保護児童

対策地域協議会と養育支援訪問事業でございますけども、どちらも新規の事業かというふうに思いますけども、

事業内容と成果についてお伺いをいたします。 

  最後に、行政報告書260ページ、一時預かり事業の利用状況の利用別についてでございますけども、こちら

の③、保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担が令和２年度と比較して増えておりますけども、その要因

をどのように分析されているのかお伺いいたします。 

  以上です。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書184ページ、高齢者日常生活支援事業の高齢者等虐待防止

地域ネットワーク運営会議に関する具体的な成果についてでありますが、令和３年度は、新型コロナウイルス

感染症の影響下ではありましたが、会議の実施について可能性を探り、結果として書面での開催といたしまし

た。 

  会議では、高齢者等の虐待に関する相談、通報及び対応状況についての報告のほか、虐待の対応事例に関し、

委員との情報共有を図りました。会議の成果といたしましては、本会議には様々な立場の方に委員に参加して

いただいておりまして、実際に虐待等の案件が発生した際に、いざというときの連携体制がよりスムーズに図

られるための関係づくりの一助になったものと考えてございます。 

  続きまして、行政報告書192ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業、ワクチン接種用タクシー券につ

いてであります。 

  令和３年度の事業実施状況につきましては、令和３年５月以降、初回接種、一、二回目接種の接種用といた

しまして、75歳以上の高齢者の方に対してのタクシー券配付と、令和４年１月以降の３回目接種の実施に合わ

せてタクシー券を配付いたしました。 
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  タクシー券の使用率でありますが、初回接種分ではありますが、対象者といたしまして約１万2,500人、タ

クシー券は１人当たり500円券を２枚配付しておりまして、使用枚数が約5,500枚、率といたしましては約22％

でございました。 

  市民の皆様からは、タクシー券を配付していただき、会場まで行くのに使用できてよかったといった好意的

な御意見をいただいている一方で、特段必要がないので市にお返ししますといったような様々な御意見をいた

だいたとこでございます。 

  本事業の実施により、75歳以上の高齢者ワクチン接種の一助になったものと認識しており、引き続き、市に

おけるワクチン接種事業を推進してまいります。 

  以上でございます。 

○子ども家庭支援センター長（原 里美君） 行政報告書255ページ、子ども家庭支援センター運営事業の要保

護児童対策地域協議会と養育支援訪問事業についてでございます。 

  初めに、要保護児童対策地域協議会につきましては、関係機関の職員が一堂に会し、連携しながら、支援を

図るために必要な情報交換やケースの進行管理などを行うほか、必要に応じて対象家庭の関係機関が集まり地

域ケア会議を開催し、その家庭への支援等についての協議を行っております。 

  成果としましては、関係者間の情報共有を行い、共通認識を持ち深めることで、要保護児童や要支援児童な

どへの適切な対応に結びつくことが挙げられます。 

  次に、養育支援訪問事業につきましては、児童の養育が困難なケースで、養育支援が特に必要である家庭に

対し、保健師や助産師などの専門職やヘルパーを派遣し、養育に関する指導や助言、その他必要な支援を行っ

ております。 

  成果としましては、養育困難家庭における児童の適切な養育の実施を確保できるものと考えております。 

  続きまして、行政報告書260ページ、一時預かり事業、理由別の利用状況についてでございます。 

  令和３年度の一時預かりの利用状況のうち、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消を理由としているもの

の件数の増加につきましては、お子さんを預けてゆっくり過ごすことやリフレッシュすることなどを望む保護

者が増加しているものと考えております。また、コロナ禍による制限の影響が大きかった令和２年度に比べ、

令和３年度はお子さんを預けやすくなり、保護者の方もちゅうちょなくリフレッシュの時間を取りやすくなっ

たのではないかとも考えております。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書の177ページ、ファミリー・サポート・センター運営補助事業について伺い

ます。 

  高齢者等の支援は昨年より利用が増えてますけれども、子育て支援では、増えた分野もありますけれども、

特に産前産後の家事援助の部分が昨年に比べて大幅に減っているという状況でした。産前産後サポートのニー

ズは大きいかと思いますけれども、この利用減について、どのように市は捉えているかお伺いしたいと思いま

す。 

  それから、行政報告書255ページ、子ども家庭支援センター運営事業。先ほども、件数が昨年よりは……。

児童虐待のところですね。新規児童虐待の件数が昨年よりは減っているけれども、全体としては増加傾向にあ

るというお話でした。毎年、行政報告書で新規という記述があるんですけれども、新規ではない、継続して対

応している件数などもあるかと思うのですが、その件数についてお伺いしたいと思います。 
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  それから、相談件数が合計で5,113件で、ほかの相談も合わせると8,000件を超えるということで、これに対

応している職員の体制についてお伺いします。どのような資格の方が何人ぐらいいるのかをお伺いします。 

  それから、行政報告書261ページ、子どもショートステイ事業。こちらは施設利用が可能になったというこ

となんですが、この実績について、養育家庭での利用がどれぐらいで、施設の利用がどれくらいなのか、もし

公表できるようでしたら教えてください。 

  それから、行政報告書の261ページ、その下にある緊急一時保育事業なんですが、市内保育施設での実施は

せずに、狭山保育園では受入れがあるということなんですが、狭山保育園がもし段階的に閉園ということにな

っていくと、この事業どうしていくのか。一時預かり事業の一部としてというふうに書いてあるんですが、子

ども家庭支援センターの一時預かり事業で行っていくということなのか、その場合に優先的に保育を受けられ

るような仕組みとなってるのか、お伺いします。 

  それからもう一点、行政報告書267ページ、児童館運営事業の子育て支援事業ですけれども、地域子育て支

援事業連携型として子育てひろばを実施し始めたということですけれども、その実績など、どういったことが

あったのか教えてください。例えば何か相談につなげていったとかありましたら教えてください。 

○子ども家庭支援センター長（原 里美君） 行政報告書177ページ、ファミリー・サポート・センター運営補

助事業費の産前産後の家事援助についてでございますが、令和２年度は650件ととても多かったのですが、令

和３年度は195件で、その前の平成31年度は130件となっています。令和２年度はコロナ禍で、産前産後に里帰

り出産をしたり、お手伝いの方が自宅に見えたりっていうことがなかなかできなかったっていうことで増えた

のではないかということでしたが、令和３年度につきましては、それがちょっと落ち着いた状況ではないかと

こちらでは認識しております。 

  続きまして、行政報告書255ページ、子ども家庭支援センター運営事業の相談件数ですが、継続の件数とい

うのが行政報告書には載っていないのですが、令和４年９月現在の持ちケース数は、全体でお知らせしますと、

296件となっています。人員体制なんですが、その296件を４人のケースワーカーで担当しておりまして、その

内訳は、専門相談員、保健師が１人、あと虐待支援ワーカーが１人、あと２名は子ども家庭支援ワーカーで、

資格は社会福祉主事を持っている者などがおります。 

  続きまして、行政報告書261ページ、子どもショートステイの利用の内訳ですが、令和３年度につきまして

は、全て施設型ショートステイの利用でございました。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 行政報告書261ページ、緊急一時保育についてでございます。 

  こちらについては、事業を変えたということで、ここで言う一時保育というのは民間保育園でも実施してご

ざいます。そちらの事業と統合して緊急一時保育をやっていると。民間園の一時預かりにつきましても、空き

があれば緊急一時という形で活用させていただいております。 

  今後、狭山保育園がなくなったとしても、緊急一時保育という形で、ほかの民間園での預かりを実施すると

いうふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 行政報告書267ページ、児童館運営事業の中の子育て支援事業についての御質疑

でございますけれども、子育てひろば事業につきましては、平成31年１月１日付で正式に地域子育て支援拠点

事業という形で事業を開始したわけでございますが、会計年度任用職員の制度にもなりまして、それまで児童



 

－66－ 

館の職員には臨職さんの方とかいらっしゃったんですけども、会計年度ということで責任もありますし、東京

都が実施する各種専門研修なんかにも積極的に参加できるようにということで、児童館の管理事務費というこ

とで、その事業費も一元管理するような形で、大いに研修のほうに参加させていただいたというふうな形で、

子育てひろばの職員の研修ですとか、行政報告書にありますような研修のほうに大いに参加をしてということ

で、職員の資質アップを図ったというふうな形になってございます。 

  ひろば自体も、昨年度は緊急事態宣言が２度ほどありましたけども、その間も開所を行って、子供たち、乳

幼児親子さんの受入れをしたわけでございますが、幸いにも、委員おっしゃるように、先ほどの相談の中でも、

専門の機関につなげるような相談というのは特にはなかったわけですけれども、利用者の保護者の声としまし

て、遊びに来たら身長や体重が測れてよかったですとか、雨の日でものびのび広い部屋で遊べて楽しめました

とか、家だと限られたスペースで、いつも同じおもちゃですぐ飽きちゃうんだけれども、児童館では伸び伸び

できて、おもちゃもたくさんあってうれしいとか、いつも皆さんが声をかけてくれるので、子供も児童館に慣

れましたですとか新しいお友達ができましたというような好評な声をいただいてるという形で運営を続けてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書255ページの子ども家庭支援センターの運営事業のところなんですが、今年

度の今のところの実績ということで296人という数字を出していただきましたけれども、これを職員４人で対

応してるということは、１人当たり、今割ってみると74人ということで、児童虐待に関しては、多分、基準で

私35人というのを見たことがあるんですけれども、今はどうなってるか分からないんですけれども、以前調べ

たときには、１人当たりのワーカーが対応できるのが35人ぐらいっていう数字を見たことがあるので、このあ

たりはもう少し人員が必要なのではないかなと考えますけれども、認識をお伺いします。 

  それから、ほかのところは、行政報告書261ページの緊急一時保育事業なんですけれども、行政報告書に、

本事業における市内保育施設への事業委託を終了したって書いてあるこの意味が、先ほどの説明だと分からな

いので教えてください。私は民間保育園での緊急一時はなくなったというふうに理解したんですけども、今の

御説明ですと、引き続き行うような御説明だったと思いますので、この意味を教えてください。 

  それから、行政報告書267ページの児童館運営事業の子育てひろばの関係なんですが、今ページ数すぐ見当

たらないんですけども、保育園とかで行ってる子育てひろばに関しては、相談事業とか実績を報告されている

んですが、児童館の子育てひろばに関しては、そういったデータというか、例えば相談につながんなくても、

そこで相談を受けた件数は何件とか、そういった実績をまとめたりしているのかどうかお伺いします。 

○子ども未来部長（松本幹男君） 行政報告書255ページ、子ども家庭支援センターの相談業務の関係でござい

ます。 

  これにつきましては、確かに件数が非常に伸びているというふうには認識しております。現状の人員体制も、

先ほど御答弁させていただいたとおり、職員が４人で当たっているという状況にございます。今後ますます相

談件数が増えるというのもあるんでしょうけど、内容といたしましても複雑多岐にわたってくるのかなという

ふうに考えております。なので、今後こちらにつきましては、確かにちょっと、現状の４人でも、案件によっ

ては全然、個別案件で中身がまるっきり違いますので、かなり時間を要してしまうようなケースが今年度入り

ましても多いという状況にありますので、今後ここについては、全体の状況見まして、職員体制を至急考える

べきでもあるかなと思っておりますので、人事担当と詰めていきたいというふうに考えております。 
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  それとあと、２点目の行政報告書261ページの緊急一時保育事業、この文言の中で、業務委託は終了したっ

ていうところの部分なんですが、これは緊急一時保育事業としての委託業務が終了したということであって、

一時預かり事業へ……。すみません。今のは保育課長のほうで答弁をさせてください。 

  以上です。 

○保育課長（関田孝志君） 行政報告261ページ、緊急一時保育事業についてであります。こちらの業務が終了

したというのは、昔、公立でやってました向原保育園、こちらが引き続き、緊急一時保育というのを公立時代

から引っ張ってたのをずっとやってきたと。これと並行して、向原保育園については一時預かり事業っていう

のも別途持っていたと。ですが、国のルールが変わって、一時預かり事業の中の緊急一時というような形にル

ールが変わったため、緊急一時保育の事業を終了したというような形を取らせていただいております。ですの

で、一時預かりの中に緊急一時があるというふうに御理解いただければ、民間園でも一時預かりをやっており

ますので、その中の緊急一時で受け入れられるというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 行政報告書267ページ、児童館運営事業の子育て支援事業の関係でございます。 

  保育園の子育てひろばでの専門の相談業務とは違いまして、児童館のほうにつきましては会計年度任用職員、

うちの職員もそうですけど、中心になって、子育てひろばを利用される親御さん方を見守りつつも、何かあれ

ばということで話とか相談に乗ってあげてというふうなことで、日々業務をしているわけなんですけれども、

その中でも、本当に相談とか何か特筆すべきことがもしありましたら、各児童館、毎日毎日、開館時間中には

その日その日の業務日誌をつけておりますので、何かあればそこへ記載してこちらに報告するようにというこ

とでしてありますけど、ここ数年で、私のほうが見てる限りでは、何か重篤な相談とかっていうのは特にはな

かったというふうな形で認識してございます。 

  以上です。 

○委員（佐竹康彦君） それでは１点伺います。決算書188ページからと行政報告書272ページから、学童保育所

運営費でございます。 

  この間、市といたしまして、待機児童解消の御対応いただいてるかというふうに思います。行政報告書見ま

すと、基準定員が620名で、ほぼ全ての月で620名を超えた対応されてて、５月などは731名で1.17倍の対応さ

れております。令和３年度におけます待機児童に関します対応の詳細を伺いたいと思います。 

  またあわせて、平成30年度からこの間、定員増加の推移、どのような形で御努力されたのかも確認させてい

ただければと思います。 

  また、コロナ禍で当初の計画どおりにはいかない場面もあったかと思いますけれども、令和２年の４月から

株式会社こどもの森に業務委託されておりますけれども、この間の事業内容とそれに対する市の評価はどのよ

うなものなのか、この点について伺います。 

○青少年課長（石川博隆君） 行政報告書272ページ以降、学童保育所運営費について、大きく２点御質疑があ

ったかと思います。 

  まず１つ目の、学童保育所の待機児童解消に向けての対応と、それから定員増加の推移でございますが、平

成30年４月より、民間学童保育所として立野第一学童クラブ、立野第二学童クラブが開所しまして、その運営

費補助を開始いたしました。定員は各クラブ35名ということで、合計70名ということでございます。平成31年

度からは、ランドセル来館事業を当初から選択できるように、事業の見直しを行っております。 
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  続きまして、令和２年度は、第三小学校内に市として初めてとなります学童保育所の導入について準備を行

いまして、令和３年度から運営を開始しているところでございます。その令和３年度中には、今度、第四小学

校内に学童保育所増設の準備しまして、第四クラブはそれまで１か所で60名の定員だったんですけども、令和

４年度から２か所になりまして100名という形に増員した形で、待機児童の解消に努めるところでございます。 

  また例年、公立の学童保育所の定員につきましては、先ほど委員おっしゃったように、条例に定める定員数

は620人でございますけれども、令和３年度までですけども、各年度、各クラブの入所の申請状況等を踏まえ

まして、受入定員をおおむね２割程度増員するような形で対応を行っているところでございます。 

  それでは、平成30年度以降の各年度におけます民間学童保育所70人も含めました定員数と、その年の待機児

童数についてお答えいたします。 

  平成30年度の定員につきましては合計で822人、待機児童数は104人です。平成31年度は827人で、待機児童

は11人です。令和２年度が831人で、待機児童数は23人。令和３年度、昨年度830人で、待機児童が13人。参考

までに令和４年、今年につきましては、850人のうちで待機児童数37人という形になってございます。 

  今後も、待機児童の解消に向けては、学校内学童保育所導入を中心に検討を進めてまいりたいと、このよう

に考えてございます。 

  ２つ目としまして、受託事業者に対する市の評価でございますけれども、これまで市では、令和２年度委託

当初から現在に至るまで、受託事業者の運営状況につきましては定期的に確認をしてまいりましたけれども、

行く際は、本当に子供たちが積極的に挨拶をしてくれますし、笑顔で放課後を楽しんでいる姿がとても多いと

いうことが印象的でした。受託事業者におけます新しい取組としまして、学習支援ですとか英語教室、それか

ら長期休業期間中のお弁当手配に加えまして、令和３年度から、図書館から各クラブ毎月50冊ずつの図書の貸

出しを受けまして、子供たちが多くの本に親しんでいるというところでございます。また、受託事業者が実施

しました利用者保護者のアンケートでは、総合的な満足度が２か年連続で90％を超えてるような状況でござい

ます。 

  市におきましても、学童保育所の設置主体としまして、年度末に事業者評価を実施しておるところでござい

ますが、２年連続、80点以上の点数で、優の評価を得ております。 

  以上のことから、受託事業者におけるこれまでの運営というものは、当初の市の想定を超えて良好に行われ

て、学童保育サービスの質の向上に大きく寄与しているものと、こういうふうに認識してございます。 

  以上です。 

○委員長（森田真一君） 民生費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、民生費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） お諮りいたします。 

  本日の決算特別委員会はこれをもって散会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〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、これをもって散会といたします。 

午後 ４時５３分 散会 
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午前 ９時２９分 開議 

○委員長（森田真一君） ただいまから決算特別委員会を開会します。 

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

○委員長（森田真一君） 第39号議案 令和３年度東大和市一般会計歳入歳出決算の認定について、本案を議題

に供します。 

  第４款衛生費の質疑を行います。 

○委員（木戸岡秀彦君） おはようございます。 

  それでは、衛生費の質疑をさせていただきます。２点お伺いしたいと思います。 

  行政報告書303から304ページ、３歳児健康診査でありますけども、視力・聴覚実施状況ですけども、昨年11

月に導入をしました目の異常を早期発見できるスポットビジョンスクリーナーによる検診状況についてですけ

ども、状況と様子などについてお伺いをしたいと思います。 

  続きまして、行政報告書358ページ、ごみ処理事業費ですけども、高齢化により、ごみ出し困難者がかなり

増えております。これまでふれあい収集について要望しておりますけれども、令和３年度、どのような検討が

なされたのか、また今後の取組についてお伺いをいたします。 

○健康推進課長（志村明子君） 行政報告書303ページから304ページでありますが、導入開始以降の令和３年度

の視覚検査としまして、全ての３歳児健康診査受診者を対象とし、検査の実績は199件となっております。検

査結果等から精密検査が必要となった件数は15件となっております。 

  以上です。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書358ページ、ごみ処理事業費でございます。 

  ふれあい収集につきましては、東京街道団地内におきまして、自治会の協力を得て、ヘルパーさん専用の、

時間、曜日の制限なく使用可能な集積所を設置しまして、排出困難者の方に対する収集支援を令和３年度も行

っております。 

  令和４年度についても引き続き、こうした支援を行ってまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。 

  行政報告書303から304の３歳児健康診査ですけども、スポットビジョンスクリーナーで一応15件ということ

ですけども、今までと比べて何か変化とか、そういうものがあったのかどうかお伺いしたいと思います。 

○健康推進課長（志村明子君） 行政報告書303ページから304ページでありますが、令和２年度の精密検査発行

件数は８件でありましたことから、視覚異常の早期発見に一定の効果が出ているものと考えております。 

  以上です。 

○委員（上林真佐恵君） それでは、３点お伺いします。 

  まず、決算書213ページのごみ減量推進事業費ですけれども、令和２年度より約2,000万円ほど増加してるか

と思いますが、これはなぜなのか伺います。 

  次に、行政報告書333ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業費のＰＣＲセンターにおける検体採取業

務の実施のところですが、市が独自にＰＣＲセンターを開設したことは大変重要な取組だったと思いますが、

この事業の効果をどのように認識しているか伺います。 

  それから第６波、それから今年入ってからの第７波通じて、発熱などの症状があり、コロナではないかとい
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う不安があっても検査を受けられないという市民の声も度々聞いています。ＰＣＲセンター再設置の必要性に

ついて、こちらについての認識も伺います。 

  次に、行政報告書355ページ、フードドライブ事業ですけれども、事業の効果と課題、それから大変意義の

ある事業だと思いますので、回数や場所の増加など、今後の事業展開をどのように行っていくのか伺います。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 決算書213ページでございます。ごみ減量推進事業費の増の要因でございます。 

  こちらにつきましては、缶・瓶の選別作業場所の借り上げや選別作業委託に係る経費が、これが主な要因と

なっております。それまで、缶・瓶の選別作業については他市で行っておりましたが、令和３年度から市内で

作業場所が確保できましたことから、今申し上げました借り上げ費と委託経費等が伸びているということでご

ざいます。 

  それから、私のほうで、３点目に御質疑いただきました行政報告書355ページ、フードドライブ事業につき

ましてお答えさせていただきます。 

  事業の効果といたしましては、令和３年度は２回実施しております。回収量につきましては約30キロとなっ

ております。 

  課題といたしましては、昨年度より量は増えてるとはいえ、回収量もさらに増やしていかなければならない

というふうに考えております。また、集めた食品の活用先の展開についても課題だと感じております。 

  今後といたしましては、こうした課題の整理を行いまして、それとともに広報に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 行政報告書333ページでございます。 

  市内にＰＣＲセンターを開設いたしました令和２年９月、こちら当時センターを開設したことは、市民の皆

様の検査体制構築に意義があって、また効果もあったというふうに考えてはございます。 

  現時点におきましては、検査をはじめ陽性者への対応を行う東京都において、抗原定性検査キットの無料配

布等の事業も行っておりますことから、当市におきましてのＰＣＲセンターの再構築につきましては、現状考

えてはございません。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございます。 

  再質疑ですけれども、ごめんなさい、行政報告書333ページのＰＣＲセンターのところは、そうしますと、

今、市としては再設置の必要性はないというふうな御答弁だったのかなと思うんですが、やっぱり市民の皆さ

んから市のほうにもいろいろ、検査ができないんだというお声が届いているかと思うんですが、そのあたりも

う一度、必要性ないというふうに捉えたんですけど、それでいいのかどうか、ちょっと御認識を伺いたいと思

います。 

  それから、行政報告書355ページのフードドライブのところは、市としても拡充を図っていこうっていうこ

となのかなというふうに思ったんですが、そこの確認と、今、周知ということも御答弁あったんですけれども、

まだまだこういう、すごくいい事業だと思うんですけど、市民の皆さん、なかなか御存じないのかなと。こう

いうものがあるんだったら食品提供したいという方も結構いらっしゃるかなと思いますので、常設が難しくて

も、今よりもうちょっと会場を増やすだとか、その辺の検討状況をもう少し教えていただければと思います。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 行政報告書333ページでございます。 
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  新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国が基本的な対処方針を定めまして、都道府県が発症に係

る医療提供、健康観察、検査の体制の構築などの対策を行います。市は予防に係るワクチン接種などの対策を

実施することが、法令上、役割となってございます。 

  市では、これらの検査に係る東京都の事業拡充などにつきまして、市公式ホームページにおいて掲載内容を

迅速に適切な内容とするなど、市民の皆様へ適切に情報を提供することが必要であるという認識でございます。 

  以上でございます。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書355ページ、フードドライブの関係でございます。 

  拡充という意味でございますが、やはりいい事業と私たちも思っておりますので、量を増やしたいというこ

とでございます。量が増えると、当然その先の利用箇所についても広げてくことが必要であるという意味でご

ざいます。 

  それから、回収拠点の常設につきましては、現在のところ検討は行っておりません。今後、課題として意識

させていただきます。 

  以上でございます。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の292ページ、保健事業についてでございますけども、健康づくりカレンダーの作成について、

毎年、見やすくて好評ですけども、令和３年度はどのような工夫がなされたのかお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書311ページ、成人保健事業、若年層健康診査についてでございます。女性の受診者数が令

和２年度よりも64名増えておりますが、その要因をどのように分析をされているのかお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書326ページ、栄養指導事業、快腸プロジェクトについてでございますけども、令和３年度

の取組と成果についてお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書327ページ、新型コロナウイルス感染症対策に係る出産応援事業についてでございます。

東京都出産応援事業についてはとても好評ですけども、令和３年度の事業効果についてお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書329ページ、予防事業、ヒトパピローマウイルス感染症についてでございます。積極的勧

奨を再開することとなり、接種人数も増えておりますが、令和３年度の成果や市民の反応について、どのよう

に捉えてるのかお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書332ページ、飼い主のいない猫対策事業についてでございますけども、令和３年度、様々

な対策を行っていただきましたが、その成果と今後の展開についてお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書339ページ、害虫等駆除事業についてでございます。アライグマ・ハクビシン駆除につい

ては今定例会の補正予算（第４号）にも計上されておりましたが、年々、捕獲器の設置件数も増えております。

令和３年度の被害状況や成果についてお伺いをいたします。 

  最後に、行政報告書346ページ、公害対策事業、航空機騒音調査についてでございますけども、令和２年度

と比較して騒音レベルが大幅に上回っております。市民の方からは、低空飛行が目立ち、そのうち落ちてくる

のではないかというような心配の声も伺ってるところでございます。市として、令和３年度の実績をどのよう

に分析しているのかお伺いをいたします。 

  以上です。 

○健康推進課長（志村明子君） 行政報告書292ページでありますが、各種検診や健康教室などの年間予定を載

せるほか、健康に関連する子育てアプリやこころの体温計などの内容を掲載して、市民の皆様に役立つ内容と
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なるよう工夫しております。 

  また、令和２年９月に行いました東大和市健幸都市宣言の宣言文及びユーチューブ動画のＱＲコードを掲載

し、健幸都市宣言の周知を図っております。 

  次に、行政報告書311ページでありますが、若年層健康診査をはじめ男女ともが対象となる健診につきまし

ては、いずれの健診におきましても、男性に比べ女性の受診者の割合が高くなっております。男性の方は、女

性の方より職域での健診受診の機会が多いことなどが推測され、このことが女性の方の受診者の割合が多くな

る一因となっているものと考えております。 

  次に、行政報告書326ページでありますが、令和３年度につきましては、子育て世代の市民の方を対象に、

リビングラボの手法を用い、腸内環境に着目したライフスタイル改善のうち食物繊維をテーマとした90分のワ

ークショップを全８回開催いたしました。このワークショップを通じまして、子育て世代の母親の方が持つ食

や腸に関する意識や考え方について情報を得ることができ、また子育て家庭が日頃感じている食事に関するニ

ーズの把握ができました。 

  次に、行政報告書327ページでありますが、配布数は614件となっており、コロナ禍において子供を産み育て

る御家庭を応援、後押しする効果があったものと認識しております。 

  最後に、行政報告書329ページでありますが、令和３年度につきましては、接種実績が１から３回目を合計

しますと534回であり、令和２年度に比べ約3.5倍の接種数となりましたことから、円滑な接種の促進につなが

ったものと考えております。また、市民の方からの反応につきましては、接種についての相談や予診票の再発

行の依頼等、例年よりも増えております。 

  以上です。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書332ページ、飼い主のいない猫対策事業でございます。 

  令和３年度の成果といたしましては、不妊手術44件、去勢手術40件、こちらの助成を行いまして、飼い主の

いない猫の増加抑制に努めることができました。また、パネル展等を開催いたしまして、飼い主のいない猫対

策についての意識啓発を図っております。 

  今後の展開につきましては、なかなか行政のみでの対応というのも困難な事例もありますことから、ボラン

ティアの方々と連携を密に取りながら支援を行っていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、行政報告書339ページ、害虫等駆除事業費、アライグマ・ハクビシンの被害状況につきまして

は、窓口でお聞きする限りでは、市民の方の敷地内でのふん尿被害、家庭菜園等に対する被害、屋根裏への侵

入被害等を伺っております。 

  成果といたしましては、アライグマの捕獲件数が26頭、ハクビシンが９頭となっております。 

  今後も継続いたしまして、アライグマやハクビシンによる被害を防止するため、駆除に努めてまいりたいと

考えております。 

  続きまして、行政報告書346ページ、航空機騒音に関してでございますが、騒音レベルにつきましてでござ

いますが、令和３年度、特に２回目の調査では、航空機騒音の騒音レベルが昨年度に比べて上昇しております。 

  要因といたしましては、騒音発生回数及び時間ごとのピークレベルがともに増加したというふうに考えてお

ります。昨年度は、航空機の飛行回数、こちらも１回目については37機ということで、過去５年と比較いたし

ましても最も多い確認数となっております。当然、継続時間も延びているわけでございますが、こうしたこと

が影響しているかなとは考えておりますが、その要因までは、立川飛行場からの情報共有というのがないため、
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原因といたしましては不明でございます。 

  以上でございます。 

○委員（荒幡伸一君） ありがとうございます。 

  １点だけ確認をさせていただきます。 

  行政報告書の332ページ、飼い主のいない猫対策事業についてでございますけども、私の記憶では譲渡会を

中庭で開催をしていただいたのではないかというふうに思うのですが、その点についてお伺いをさせていただ

きます。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書332ページ、飼い主のいない猫対策事業で、譲渡会につきましては、

令和３年度に発生しました多頭飼育崩壊、これを保護した猫の譲渡を目的として、市民ボランティアの方によ

ります開催で、市は後援という形で、市役所中庭で行われました。参加者は64名の方でございます。この日は、

残念ながら譲渡は成立いたしませんでした。 

  ただ、現状ではほぼ全て譲渡済みとなっておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書の327ページ、子育て応援事業の育児パッケージの配布についてお伺いしま

す。 

  これは、配布内容などはここに記載されているのですけども、きめ細やかな相談支援に結びつけるためとい

うことですので、結びつけた内容や件数などありましたら教えていただきたいと思います。 

  それから、行政報告書335ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業の東大和市予防接種健康被害調査委

員会というのが令和４年３月24日に開催されてます。そこで、調査・報告事項の審議（２案件）とありますけ

ど、これについて内容をお伺いします。 

  それから、行政報告書348ページ、公害対策事業の河川水質調査、空堀川通日調査というのかな、こちらに

ついてなんですが、その上のほうにある表については、基準を超えたところについてアンダーラインが引かれ

ているのですけれども、下の（イ）のほうの表については、基準を超えたところがあってもアンダーラインが

ついてないということで、これ以前もお伺いしたことがあるんですけれども、こういったところにも同じよう

に、基準を超えていたらアンダーラインをつけてはどうかということなんですが、そのことについて御見解を

お伺いします。 

  それから、行政報告書の360ページ、し尿処理事業です。一般世帯については前年度よりも件数が減り、収

集量も減っているようなんですが、事業所等については件数が昨年度より増えて、収集量も増えています。こ

のことについて、どういった理由なのか教えてください。 

○健康推進課長（志村明子君） 行政報告書327ページでありますが、育児パッケージのお申込みのときに、出

生通知票を併せて提出される方がいらっしゃいます。そのときには、出生後の御家庭の様子を聞き、具体的に

里帰りを早めにしたい方には調整をしたり、また新生児訪問を早めにしたいときには調整したりなどしており

ます。育児パッケージの配布におきましての相談件数については特にまとめてはおりませんので、このときの

相談の件数の実績のほうは把握しておりません。 

  以上です。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 行政報告書335ページ、予防接種健康被害救済制度

の関係でございます。 
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  こちらのほう、申立ての関係につきましては、２名様、ワクチン接種後に健康被害の関係で申立てのほうが

ございました。内容につきましては、お一人様が動悸、ふらつき、頭痛など、またもう一人の方が間質性肺炎

という形になってございます。今現状、お二人様とも快方されたという形になってございますが、今現状、東

京都のほうに書類の提出をし、その書類が国のほうに行って、国のほうで審議のほうをされてるというような

状況でございます。 

  以上でございます。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書348ページ、空堀川の水質調査でございます。 

  このページの上の部分の表につきましては、基準値を超えた数値につきましてはアンダーラインを引かせて

いただきました。こちらについては、やはり着目すべき場所であろうということでアンダーラインを引いたと

いうふうに解釈しております。ほかの表との整合性については少し研究させていただきたいなと考えておりま

す。 

  それから、360ページの事業所の件数増でございますが、こちらは工事現場に伴う仮設トイレの分だという

ふうに理解しておりますので、そうしたものが増となってるということが要因であるというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） それでは、何点か質疑させていただきます。 

  行政報告書355ページ、ごみ減量推進事業のフードドライブの件、先ほど他の委員からも質疑がありました

けれども、コロナ禍で環境市民の集いができない中で、それでも２回やっていただいたということで、これは

食品ロス削減推進法が法律としてできた食品ロスの取組の一環だと思うんですけれども、食品ロスの取組、

様々ある中で、関連してフードドライブをもう少しアピールできないかというふうに思うんですけれども、そ

の点について伺いたいと思います。 

  もう一つは、これがこども食堂のほうに提供されていると思うんですが、寄附していただいた食料が、こど

も食堂との連携についてお聞かせください。 

  続きまして、同じく行政報告書355ページ、ごみ減量推進事業のペットボトル回収事業について伺います。

ペットボトル自動回収機が設置されてから何年かたっておりますけれども、回収機の設置の経年の推移と、ペ

ットボトルの小・村・大への搬入量の推移について、令和３年度までのところを教えていただければと思いま

す。 

  続きまして、行政報告書356ページ、リユース活動促進事業の株式会社ジモティーさんとの連携の令和３年

の取組について伺います。 

  続きまして、行政報告書358ページ、ごみ処理事業費のステーション収集についてでございますけれども、

ステーション収集について、戸別収集に切り替えてほしい、また資源ごみについても戸別収集してほしいなど、

様々市民要望があると思いますけれども、令和３年度はどのように検討がなされたのか伺います。 

  また、先ほど木戸岡委員からふれあい収集についての質疑がございましたが、木戸岡委員が聞いたふれあい

収集については、高齢者の方のごみ出し困難を助ける収集についてのことを伺ったと思うんですが、御回答が

街道団地における、恐らく先ほどの御答弁では介護事業者の収集のほうかなというふうに思いますので、もう

一度、先ほどの街道団地におけるふれあい収集の具体的な内容と、そうではなくて、ごみ出しが困難な高齢者

に対する支援のふれあい収集について、令和３年度、どのような検討がなされたのか伺いたいと思います。お



 

－79－ 

願いいたします。 

○環境対策課長（梶川義夫君） まず、行政報告書355ページ、フードドライブの関係でございます。 

  これについての市民の方へのアピールでございますが、現在も広報紙ですとかガイドですとかカレンダー等

で機会を捉えて周知を行ってるところでございますが、今後もできる限り工夫をしながら、市民の皆様にこの

事業を広く知っていただけるような取組を検討していきたいと考えております。 

  また、こども食堂との連携でございますが、フードドライブの実施前にはこども食堂のほうに連絡をいたし

まして、実施後に市に取りに来ていただきます。そして、食堂の利用に供していただいてるというふうに認識

しております。 

  行政報告書355ページ、ペットボトルの自動回収機の設置の経緯でございますが、令和元年６月に市内セブ

ン-イレブンさんに15店舗、自動回収機を設置いたしました。その後、令和２年度に市役所本庁舎、令和３年

度に蔵敷公民館と狭山公民館に設置しております。 

  一方、ペットボトルの小・村・大への搬入量の推移でございますが、導入前の平成30年度が約164トン、平

成31年度が144トン、令和２年度が156トン、令和３年度が155トンとなっております。 

  続きまして、行政報告書356ページ、リユース事業につきましてでございます。 

  こちらは、株式会社ジモティーさんと連携をした令和３年度につきましては、協定に基づきまして、不用と

なった家具や家電製品等を必要な方へ譲る事業として令和３年から行っておりまして、市のほうも広報に努め

ているところでございます。 

  今後も機会を捉えて、市民の方への周知を努めていきたいと考えております。 

  それから、行政報告書358ページ、ごみ処理事業費の戸別収集についてでございます。 

  資源物の戸別収集化につきましては、品目の取扱い、それから収集回数、それからコストの問題等を併せて

検討中でございます。まだ方向性は出ておりませんが、引き続き検討していきたいと考えております。 

  それから、先ほど他の委員さんから御質疑いただいたふれあい収集でございますが、こちらにつきましては

東京街道団地内の、確かにおっしゃいました介護関係の方のヘルパーさんの利用というふうには理解しておる

ところでございます。元は４か所あったというふうに認識しておりますが、現在２か所の集積所で利用の用に

供していただいております。 

  今後の展開につきましては、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。 

○委員（東口正美君） すみません、ちょっと答弁が抜けたかなと思うところが、ステーション収集の今後の取

扱いについてと、あとふれあい収集、ごみ出し困難者支援についての検討状況も教えていただきたいと思って

います。 

  ここからが再質疑になります。 

  ごみ減量推進につきましては、これまでも様々─すみません、ページ数が行政報告書355ページのごみ減

量推進事業ですけれども、これまでもずっと、ごみをどうしたら減量できるのかっていうことを様々な角度で

話をしてきましたけれども、現実問題、コロナが起きて、在宅ワークとか、皆様の生活様式が変わったことで、

なかなか市のごみ減量が以前のような形で進まないという中で、何が一番推進できるかなと思ったときに、確

かにペットボトルの回収量も、在宅勤務等が増えている中で消費量が市内で増えて、収集量も増えているとい

うことは理解ができるんですけれども、しかしながらせっかく入れた自動回収機をもう少しフルに使ってもら
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えないかなというふうに思っています。 

  もう一度確認なんですけれども、令和元年６月に15台入って、その後、行政報告書に書かれてる３台が足さ

れたとなると、市内に今あるのは18基でいいのかっていう確認をさせていただきたいと思います。 

  何できれいなペットボトルがビニールに入って、２週間に一遍の行政回収に出てるのかな、残念だなって、

ここまできれいにされてるんだから、あと何とかコンビニでやってくれないかなって思っていたりするんです

けれども、ここのところをどう加速させて減量させるのかっていうのが、今ごみ減量で一番取組が進めやすく

て、進む可能性があるところかなというふうに思っております。 

  ですので、その後の行政報告書358ページでの処理事業費のほう、どうやって収集するのかっていうことの、

もう少し検討が進むと、ペットボトルについてはもう少し量が、小・村・大に入れる量を減らすことができる

のではないかというふうに考えます。その観点から、決算なのであれですけど、令和３年度、そういうことも

含めてどのような検討がなされたのか伺いたいと思います。 

○環境対策課長（梶川義夫君） まず、先ほどの答弁漏れということで、行政報告書358ページ、ごみ処理事業

につきましてでございます。 

  資源ステーションの戸別収集化につきましては、３年度はまだ検討して、その答えは出ておりません。今後、

引き続き課題として検討してまいります。 

  それから、ふれあい収集に関しましては、広く排出困難者の方への支援ということについてもまだ検討は進

んでおりませんので、今後引き続き検討させていただきたいと思います。 

  それから、行政報告書355ページ、ペットボトルの関係でございますが、まず台数の確認をさせていただき

たいと思います。私は最初、経緯を説明した際に設置した台数を御説明しましたが、コンビニのほうに設置し

た15台のうち１台は現在廃止となっておりますので、合計といたしましては17台ということになります。 

  それから、この事業をさらに推進していくために収集についても検討ということで課題をいただいておりま

すが、私ども、ごみゼロプランの中で、ペットボトルをいかに自動回収機のほうに誘導するかということで、

収集体制の検討も課題として持っておりますので、もう少し時間をいただきたいと思います。現在のところは、

まだ方向性は出ておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） ここで５分間休憩いたします。 

午前１０時 ６分 休憩 

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

午前１０時１１分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民環境部長（田村美砂君） 先ほどの東口委員の御質疑の中で一部答弁漏れがございましたので、私のほう

から御答弁させていただきます。 

  行政報告書358ページ、ごみ処理事業、戸別収集についてでございますが、先ほど資源ごみについてお話し

させていただきましたけれども、可燃と不燃物の排出困難者の戸別収集の検討につきましても、こちらも併せ

て今後検討のほうを進めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 私のほうから、１点訂正をさせていただきたいと考えております。 
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  行政報告書355ページ、先ほどのペットボトルの自動回収機の設置台数でございます。 

  先ほど、最終的に17台ということで申し上げましたが、こちらはセブン-イレブンさんに当初包括協定とい

うことで15台ありましたが、こちらが現在は１店舗閉鎖になりまして、14台となっております。それから、公

共施設に、先ほど申し上げました３台でございます。それ以外に、これは事業者さんの自主的な設置でござい

ますが、イトーヨーカドーさんに２台、それから、いなげやさんに１台設置してございます。 

  訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○委員（佐竹康彦君） それでは伺います。 

  決算書198ページから９ページの母子保健事業費、行政報告書293ページになります。 

  令和３年度、コロナ禍の影響がまだ続く中で、母子手帳の交付も令和２年度よりもマイナス22ということで、

大変影響があったのかなというふうに捉えておりますけれども、特に妊産婦の方の訪問指導が非常に、私は重

要だと思っております。令和３年度のコロナ禍の影響、どのようなものがあったのか、またどのような取組を

されたのか伺いたいと思います。 

  同じく母子保健事業費の行政報告書297ページの不妊検査、特定不妊治療をしていただいております。この

助成の成果をどのように捉えてらっしゃるのか伺いたいと思います。 

  続きまして、決算書200ページからと、あと行政報告書315ページからの成人保健事業費で伺います。 

  各種がん検診におきまして、コロナ禍における受診控えの影響は、令和３年度、どのようなものであったの

か、令和２年度と比較して、受診者数の増減を基にどのように捉えてらっしゃるのか伺います。 

  また、精密検査に進んだ後の検査結果をどのように捉えてるのか、各検診ごとにお伺いできればと思います。 

  また、がん検診受診率向上の令和３年度の取組、どのようなことをされたのか、またその成果をどのように

捉えてらっしゃるのか伺います。 

  以上です。 

○健康推進課長（志村明子君） 決算書の198ページから、行政報告書293ページからでありますが、市では徹底

した感染対策の下、訪問指導を行っておりますが、感染の流行状況などからコロナへの不安により、電話での

対応を希望する方がコロナ前に比べ増えており、コロナ禍による影響を受けているものと認識しております。 

  決算書200ページ、行政報告書315ページからでありますが、１点目、令和３年度の受診者数はおおむね平成

31年度以前程度まで回復してきてる傾向にありますことから、コロナによる受診控えの影響は少なくなってい

るものと認識しております。 

  次に、令和２年度は検診中止などにより受診者数は減少いたしましたけれども、令和３年度からは徹底した

感染対策の下、各検診を中止せずに行いましたことから受診者数が増加し、回復に向かっているものと考えて

おります。 

  ３点目、令和３年度は大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がんが精密検査により発見されておりますこ

とから、精密検査は重要であると考えております。精密検査の受診率はおおむね８割となっており、２割の方

が未受診となっておりますことから、精密検査の未受診への対応が課題であると考えております。 

  最後に、定員を超える受診者に対しまして検診を受診していただけるように、検診車の手配等を調整し、受

診日を増やすなどして、検診事業者等と調整を行いました。クーポンを送付する検診を除きまして、検診受診

票を送付いたしました方の約９割が検診を受診されておりますことから、受診を希望する方にはおおむね受診

していただけたものと考えております。 
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  以上です。 

○委員（佐竹康彦君） 私、行政報告書297ページ、母子保健事業で不妊検査、特定不妊治療の助成の成果をお

聞きしたかと思うんですが、もう一度その点について御答弁いただきたいのと、あとがん検診の中で数字を見

させていただきますと、精密検査に移る数が、胃がんリスク検査と乳がん検診が非常に多いのかなというふう

に思いますけれども、こういった、数として、やはり多く出るようながん検診に対して、どのようにさらにア

ピールして受診していただくのか、精密検査にまで行っていただくのかということ、この点について再度、令

和３年度、どのような取組をされたのか、また今後どのように強化していこうとお考えなのか伺いたいと思い

ます。 

○健康推進課長（志村明子君） 答弁漏れがあり、申し訳ございませんでした。 

  行政報告書297ページ、不妊検査、特定不妊治療の助成でございますが、不妊検査は11件、特定不妊治療医

療費助成は41件、計52件の方の助成を、件数を行ってございます。このことは、妊娠を希望する方の経済的な

負担軽減などを図ることができたものと考えております。 

  続きまして、行政報告書311ページからの成人保健事業でありますけども、がん検診のうち、乳がん検診ま

たは胃がんリスク検査におきまして精密検査の割合が増えていることなども含めまして、非常にがん検診は重

要であると考えております。 

  胃がんリスク検査につきましては１人１回という検査の機会を設けておりますことから、年々、申込みの数

は減っておりますけども、まだ受けてない方に対して周知のほうを今後図ってまいりたいと考えております。 

  また、乳がん検診につきましては、クーポンを送付する検診の受診者数が非常に少ないという傾向が続いて

おりますことから、クーポンを送付する方の未利用者の方のうち、まだ受診されていない方に再勧奨を行うこ

となど、受診率の向上に取り組む工夫等を検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員（尾崎利一君） 行政報告書346ページの航空機騒音のところで、他の委員からも質疑ありましたけど、

うるさくて落ちてくるんじゃないかっていう声はなかなか深刻だと思うんですが、先ほど御答弁で要因はって

いうことで、飛行回数、継続時間が長いことが要因っていうことでしたけど、これは要因というより調査結果

に関わることなので、その要因が何なのかっていうことで対策もいろいろあると思うので、御見解伺いたいん

ですが、行政報告書には詳しく書かれてませんけど、市の調査では、回数のうち自衛隊機が何機なのか、警察

が何機なのか、消防が何機なのか、米軍のヘリコプターが何機なのか、場合によってはオスプレイっていう可

能性もありますけども、そういう種類別にも目視で確認してると思うので、そういう推移などでもある程度の

ことが分かるんではないかと思いますし、６月には周辺８市ですかね、と立川飛行場の連絡会議みたいのが毎

年やられていて、今コロナで書面開催になってるかもしれませんけども、そこで資料も出されるということで

すので、そういうことも踏まえて、要因をどう考えてるのか、対策としてどういうことが考えられるのか伺い

たいと思います。 

  それから、行政報告書333ページでＰＣＲセンターのことですけれども、行政報告書では、ワクチン接種の

業務を本格化する中で、医師がそちらにぐっと重点かかるので、ＰＣＲセンター、なかなか開設できないとい

う事情が書かれてるわけですけれども、私も立川の無料センターへ行ったことありますけど、あそこは症状が

あったり、濃厚接触者だと受けられないっていうことで、いざ発熱するとＰＣＲ検査が受けられないと。 

  市がこの間、議会答弁で、かかりつけ医へ行ってください、それから都の発熱相談センターの電話番号を紹
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介してるっていう答弁ですけど、実際にはそこもかからなくて難渋してるというのが市民の声で、そういうこ

とも受けて、市長会でも重点要望で保健所体制の機能拡充や感染拡大防止対策の強化を東京都に求めてるわけ

ですけども、そこら辺の検査の不足の実態について、どういう認識を持たれてるのかっていうあたりを改めて

伺いたいと思います。 

  以上です。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書346ページ、航空機騒音の関係で、まず要因でございますが、私ど

ものほうで把握しておるのは、先ほども申し上げましたが、騒音発生回数、それから時間ごとのピークレベル、

これがともに増加してることということでございます。 

  ただ、さらにこの要因を深く掘り下げたときに、騒音調査の中で目視でもやっている部分はございますが、

実際に何が要因なのかというのは、課のほうでは把握していないことは確かでございます。今後、こういった

要因、出た場合にどうやって探るのかというのは今後研究させていただきたいと思います。 

  また、対策でございますが、必要に応じて、周辺自治体で取り組んでおります連絡会等で立川飛行場等に要

望を行うなど、そういったことを検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 行政報告書333ページでございます。 

  検査体制という形でございますが、市といたしましても検査体制の充実としては必要なものであるというの

は、認識はしております。ただ、先ほど申し上げましたのは、やはり国、東京都、市、やはり役目という形が

ございます。市としましてはワクチン接種をこれから進めて、今現状も進めておりますが、ここを重点的に行

うために東大和市医師会及び関係機関の皆様の御協力が必要だということで、今ＰＣＲセンターはなかなかで

きないという形で御答弁をさせていただいたものでございます。必要性は認識はさせていただいております。 

  また、その関係でいきますと、市民の皆様が市報、またホームページ見ていただいております。他の議員の

ほうからもお話ありましたとおり、ホームページのほうで最新の情報がなかなか得られないということもござ

いましたので、今、改修のほうは進めさせていただいてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 333ページのＰＣＲセンターのほうは、必要性について、市民の皆さんも本当に痛切に

感じておられるので、市が単独でできるかどうかってことは別にして、東京都等にも引き続き、市長会でも重

点要望で出してますけれども、要求していただきたいと思いますし、市としてもどういうことができるのかっ

て、ぜひ研究もしていただきたいと思います。 

  共産党としては、発熱外来支援金を少額でも出して発熱外来拡充する、かかりつけ患者だけでなくても診て

もらうような、そういう体制を少しでも拡充するっていうことなども提案していますけれども、お願いします。 

  それから、346ページの航空機騒音ですけれども、６月の関係自治体と立川飛行場との会議は、これは開催

されてるのか、書面開催も含めてやられてるのかどうか伺いたいのと、それからまずはこういう調査結果を踏

まえて、立川飛行場に知らせて、こういうことになってるんだけど、どうしてなのかということを確認してい

ただくというのは、まずやっていただく対策のしょっぱなではないかと思いますし、それから編隊飛行などに

ついては事前に通知があるわけですけども、そういうときに編隊飛行時の騒音などについても周辺自治体で一

斉に測って、立川飛行場との交渉の材料にしていくっていうようなことも含めて御検討いただきたいと思いま

すが、まず聞くっていうことと、それから新たな調査等について検討の可能性ないのか伺います。 
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○環境対策課長（梶川義夫君） 行政報告書346ページ、航空機騒音の関係でございます。 

  ６月の開催については、今手元に資料がございませんので分かりませんが、いずれにしましても書面開催で

開催可能なので、そうした資料は後ほど確認はしたいと考えております。 

  また、結果に対する答えでございますが、可能な限り、立川飛行場に問い合わせる機会があれば問い合わせ

ることはできると思いますが、どこまで答えが出るかっていうのはちょっと分かりませんが、一つ提案として

承らさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 衛生費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、衛生費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第５款労働費の質疑を行います。 

○委員（上林真佐恵君） １点お伺いします。 

  行政報告書365ページの雇用機会の確保ということで、東大和就職情報室、また就職面接会の状況が載って

いて、昨年と比べて利用が大きく増えているものと見受けられますが、市内や近隣地域の労働市場の動向につ

いて、市の所感を伺います。 

  それと、ここと併せて、労働者をいわゆるブラック企業から守るポケット労働法というのを東京都が編集、

発行していまして、これを庁内印刷で配布をされているかと思うんですが、令和３年度の実績を伺います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書365ページ、東大和市の就職情報室等の対応についてでございます

が、令和３年度、東大和就職情報室の利用状況につきましては、来所者が6,159人で、前年に比べまして1,454

人増えました。また、就職面接会の参加状況でございますが、令和３年度参加者が66人、前年に比べまして７

人の増加となりました。人数が増えた要因につきましては、令和２年の４月、５月は新型コロナウイルスの感

染拡大の影響で情報室の閉鎖があったことに伴いまして、３年度が増えたということになっております。 

  また、市内及び近隣の地域の労働市場の動向でございますが、就職情報室や立川の公共職業安定所などの会

議を通じまして、連携を密にして対応しておるというところでございます。 

  また、ポケット労働法のことについてでございますが、こちらは東京都が編集するデータを受けまして、庁

内印刷で増版し、現在市役所の１階市民ロビー、市内の公共施設、産業振興課の窓口において配布をさせてい

ただいております。令和３年度は100部発行し配架したところ、お持ち帰りになる方が以前に比べて少しずつ

増えておりますので、今後はより利用しやすい配布場所や印刷部数を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。 

○委員長（森田真一君） 労働費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、労働費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第６款農林業費の質疑を行います。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、１点だけ質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の372ページ、農業振興対策事業の都市農業経営力強化事業についてでございますけども、お二
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人の農業者が対象となっておりますけども、この具体的な事業内容と効果についてお伺いをいたします。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書372ページ、都市農業経営力強化事業費の事業内容につきましては、

認定農業者お二人に対しまして、経営力の向上、都市農地の保全及び都市農業が持つ多目的機能のさらなる発

揮を進めることで、都市の特性を生かした東京農業の稼ぐ力の強化を図るために施設等整備に係る費用を補助

を行いました。 

  具体的に、農業者のお一人目の方は、鉄骨ビニールハウスを建てて、ミニトマトの水耕栽培を行うほか、ケ

ール、ビーツ等を栽培し、野菜パウダーを生産することで冬季の販売収益の増大を図るものでございます。農

業者のお二人目につきましては、鉄骨ビニールハウスを建て、ハウス内の温度や二酸化炭素濃度を計測し、制

御を行うことのできる環境制御機器を導入しながら、トマトの養液栽培を行い、需要が増加しておりますトマ

トの出荷量を現在の約2.5倍まで伸ばすことで収益の増大を図るために、施設等の整備に係る費用の補助を行

いました。 

  効果といたしましては、本事業により農作物の収穫量の増加、収入の増加を図ることができ、農業経営の強

化に結びつくものと考えております。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書の374ページ、ファーマーズセンター運営事業なんですが、利用状況が、あ

まり活用されてないというのが以前からもお伺いしてるんですけれども、この利用の申請の方法がその場でで

きないというようなことをお聞きしてるんですけど、利用の申請の手続についてどうなってるのかということ

と、それについての改善というか、そういうことの検討などについてお伺いします。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書374ページ、ファーマーズセンターの運営に関しての施設の利用と

いいますか、そちらの手続的なお話でございますが、基本的にはファーマーズを利用する利用者の方を優先し

て、お使いいただいております。また、そういうほかの利用者の方の手続関係については、一応窓口等で、窓

口というか現場や窓口のほうで、空いている限りお話はしておるんですが、産業振興課のほうには、今のとこ

ろそのような御意見は伺っていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書374ページのファーマーズセンター運営事業ですけれども、その手続という

か申請に、ファーマーズセンターで申請できないで、産業振興課のほうで手続が必要だということで、またそ

こに申込みに行ったり、また申込みの許可が出たら、またそこに書類を取りに行くというような、手間が非常

にかかるというようなことを聞いているのですけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書374ページ、ファーマーズセンターの利用の申請手続等の御質疑で

ございます。 

  確かに産業振興課のほうにお越しいただいて対応するということで、現地のほうでできないかということに

対しましては、今、施設管理の委託をしてる関係もございますので、そのあたりは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。 

○委員（上林真佐恵君） ２点お伺いします。 

  決算書219ページの農業振興対策事業費のところで、都市農業活性化支援事業費補助金を活用した多摩湖梨

の根圏制御栽培システム等というのを令和２年度から取り組んでおられると思いますが、令和３年度、この取
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組がどのぐらい進んだのか、また今後の見通しについても伺います。 

  次に、行政報告書373ページ、園芸振興対策事業の市民農園、市民農園の意義についてお伺いします。 

  それから、令和３年度、市民農園の廃止ということが決まったわけですけれども、このことについて利用者

からどのような声があったのか伺います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 決算書219ページ、都市農業活性化事業補助金に関連しまして、令和２年度に

受けました都市農業活性化事業を活用した多摩湖梨の根圏制御栽培等の導入による令和３年度の進捗状況とい

うことにつきましては、農業者のほうに確認いたしましたところ、令和３年度は地域産品の保護を目的に多摩

湖梨を栽培し、育成が続けられた状況でございます。令和４年度、最近ですが、今年は梨の収穫ができるまで

状態が育成され、令和６年度までには多摩湖梨の成木に生育することで、梨の収穫量が大幅に増加する見込み

ということで取り組まれております。 

  続きまして、行政報告書373ページ、市民農園の関係でございます。こちらは、意義といたしましては、第

三次東大和市農業振興計画、市民農園条例に基づき、市民が土に親しみながら農産物の育成の実態を学びつつ、

農業に対する理解を深めることができるものと考えております。 

  あとは、それに関連しまして、事務事業の関係での廃止についてのことについては、利用者からは要望や

……すみません、市民農園の廃止の時期や今後についての確認を受けた事例がございます。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） 行政報告書373ページの市民農園のところですけれども、行政報告書にも、今御答弁

あったみたいな、市民が土に親しみながら農作物の育成の実態を学びつつ、農業に対する理解を深めることが

できるというようなことが書いてありまして、私は大変意義のある事業だというふうに思ってます。 

  お子さんとかでも、農作物、いざ育ててみると、すごいはまって、すごい愛情を込めて農作物を育てるとか

いうようなお話も、実は最近聞いたりもして、今なかなか、一軒家のおうちとかでもアスファルトが多くて、

土をなかなかつくらない御家庭も今増えている中で、やっぱり大変親しみ、市内でこういうところがあって、

おうちでできなくても、農業の、自分で農作物を育てるという大変意義のある事業だというふうに思いますの

で、再度必要性についてお伺したいと思います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書373ページ、市民農園のことについてでございます。 

  こちらは、区画数等は限られたものがございます。今の社会状況の変化の中、自宅でなかなかそういうこと

ができない御家族もいらっしゃるということで、年４回、収穫体験を市のほうで募集しております。これが、

比較的限られた定員数ではございますが、非常に人気のある事業でございまして、そういうところに募集をか

けて、すぐ集まるというところに、今のような家庭の状況も踏まえて、土をいじる楽しさというか、親子で体

験していただくいい機会だと思いますので、そちらの事業を対応しながら、そういうところに周知を努めてま

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。 

○委員（尾崎利一君） 行政報告書373ページの市民農園のところですけれども、先ほどの御答弁で、廃止にな

るのはいつなのかとかっていう問合せがあるということでしたけれども、行政改革推進本部会議の資料を一般

質問で頂いてますけども、市民農園の存続を求める意見があったっていうふうに、これまとめられていますの

で、そこら辺あたり、ちょっとそごがあるのかと思いますので、もう一度確認したいと思います。 

○企画財政部長（神山 尚君） 行政報告書373ページ、市民農園の関係でございます。 
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  99の事務事業の廃止につきましては、企画財政部のほうが音頭を取ってやっておりまして、こちらのほうの

窓口にいらした方につきましては、市民農園は残してほしいという御意見は１件いただいてるところです。 

  以上です。 

○委員長（森田真一君） 農林業費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、農林業費の質疑を終了いたします。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時４２分 休憩 

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

午前１０時５１分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第７款商工費の質疑を行います。 

○委員（佐竹康彦君） それでは伺います。 

  決算書222から223、行政報告書377及び378の商工振興対策事業費の中で伺います。 

  この中で、まず商店街チャレンジ戦略支援事業、これは各商店会等に支援事業をしていただいておりますけ

れども、令和３年度の支援事業の詳細とその成果について伺います。 

  続きまして、産業まつりへの助成をしていただいておりますけども、その詳細と成果を伺います。特に、コ

ロナ禍におきましてオンライン開催をしていただいておりますが、その実情と市民からの反響はどのようなも

のだったのか伺います。 

  続きまして、創業支援事業におきまして、東大和市創業塾の実施を令和３年度もしていただきましたけども、

その取組の詳細と成果について伺います。 

  以上です。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 決算書222、223ページ、行政報告書377、378ページ、商店街チャレンジ戦略支

援事業の詳細と成果ということで御質疑いただきました。 

  詳細につきましては、市内４商店街及び商工会が実施いたしましたイベント合計８件に対して、東京都から

の補助金を合わせて補助を行ったものでございます。 

  富士見通り商栄会が実施した富士見通り夏まつり、歳末売出しの２件、向原新興商店会が実施しました向原

新興商店会ＰＲ（中元セール）、（歳末セール）の２件、奈良橋商工振興会が実施した奈良橋商工振興会ＰＲ

と、あと大和通り共栄会が実施いたしました大和通り共栄会ＰＲ、東大和市商工会が実施いたしました東大和

市内一斉お楽しみ５店ラリー、スタンプラリー＆東北復興支援物産プレゼントの２件でございます。 

  成果といたしましては、商工振興の目標でもあります商店街の活性化の推進、経営安定化の支援など、イベ

ント期間中、多くのお客様が来店され、売上げ向上につながったものと考えております。 

  続きまして、産業まつりへの助成と詳細、その成果についてでございます。 

  令和３年度は、第52回東やまと産業まつりは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からホームペ

ージによるオンライン開催で実施され、実行委員会へ助成をいたしました。 

  実施内容につきましては、スタンプラリーによるガラポン大抽選会、商工会部会及び会員事業所の紹介、Ｊ
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Ａ東京みどり事業の共進会紹介、市内ウォーキングルートの紹介を行いました。 

  成果につきましては、コロナ禍の中ではありましたが、リアル開催が難しい中、市内の産業、農業、工業、

建設業など、市内の事業を実施していることをオンラインを通じて情報発信し、3,894件のアクセスがあった

ことが成果というふうに考えております。 

  続きまして、創業支援事業の令和３年度の取組と詳細、成果についてでございます。 

  取組といたしましては、東大和市創業支援等事業計画に基づき、中小企業大学校東京校、東大和市商工会と

連携し、東大和市創業塾を実施いたしました。創業塾は、中小企業大学校にございます中小機構ＢｕｓｉＮｅ

ｓｔ、こちらが東大和市の創業支援等事業計画において、国に認定されております認定連携創業支援等事業者

として実施いたしました。 

  詳細につきましては、17人の参加申込者がございまして、５回の連続講座としまして、マインドセット、人

材、経営、販路開拓、財務について、専任講師から講義、グループワーク、事例発表などを通じ、創業者とし

ての必要な基礎知識習得でございます。 

  成果といたしましては、創業塾を12人の方が修了し、今後市内で事業展開に向けて準備を進めることができ

ることにつながったことと考えております。 

  以上でございます。 

○委員（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  行政報告書378ページの創業塾について、12人の方が創業塾を修了されたということで、市内での展開とい

うことで、12名全てが市内で事業展開をされるという理解でよろしいのか、この点について伺います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書378ページ、創業支援の関係で令和３年度修了した12人の方の展開

でございますが、今のところ全ての方が市内で開始するという話は聞いてございませんので、確認してまいり

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） 何点かお伺いします。 

  まず、行政報告書378ページの住宅・店舗リフォーム資金への補助、こちらの事業の意義をどのように認識

してるのか伺います。 

  次に、行政報告書380ページの融資事業のところで、融資額が前年度比で約１億5,000万円増となっていて、

これが令和２年度は前年度比約２億円の減となっていますが、この金額の動きについて、どのような状況があ

ったのか伺います。あわせて、コロナ禍の２年目に入った令和３年度、市内商工業の状況についての市の所感

を伺います。 

  次に、行政報告書382ページ、新型コロナウイルス感染症対策事業の中小企業者等応援金、この事業の効果

をどのように認識しているのか、また課題と再事業化への検討状況を伺います。 

  次に、行政報告書382ページ、喜多方市産コシヒカリ活用事業、喜多方市の米農家と市内飲食店の支援を兼

ねて、喜多方産コシヒカリをエール飯で提供する取組となっていて、大変意義のある事業だと思いますが、農

家や飲食店の事業者の方からどのような声があったのかなど含めて、事業の効果と、また今後こうした取組を

検討されているのかどうか伺います。 

  次に、行政報告書389ページ、都営住宅及び都民住宅における募集案内配布事業の中の地元割当の募集です

けれども、これは市民を入居対象とした募集ですけれども、倍率なんかも一般のところよりも少ないのかなと
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思うんですが、都営住宅に何度も応募しているという市内の方が知らなかったということがありました。これ

はどのように周知を行ったのか、また課題にはどのようなものがあるのか伺います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書378ページ、住宅・店舗リフォーム資金への事業の意義についてと

いうことでございます。 

  こちらは、住宅・店舗リフォーム資金への補助事業の意義としましては、市内建設事業の不況対策として、

主に事業者に受注増加を図る一つの手段として実施したものと考えております。 

  続きまして、行政報告書380ページ、融資事業に関する令和２年、令和３年の動きということにつきまして

は、令和３年度の融資実行件数及び融資実行額が令和２年度と比較して増えたことにつきましては、令和２年

度の特徴として、国や東京都のコロナ関連融資が充実しており、多くの市内事業者が活用されたことによるも

のでございます。令和３年度につきましては、国や東京都のコロナ関連融資が縮小したことにより、市内商工

業者が市内の制度融資を活用したことにより融資決定件数及び融資決定額が増えたというふうに認識しており

ます。 

  続きまして、行政報告書382ページ、中小企業者の応援金についてでございますが、こちらは新型コロナウ

イルス感染症の……、すみません、行政報告書382ページでした。新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響

で、新型コロナウイルスの感染症対策関連の融資を受けている東大和市内の事業者に対しまして、その経営を

支援するため、一律10万円の応援金を交付いたしました。 

  事業の効果といたしましては、申請件数が674件、事業者の方々からあり、10万円を応援金を交付させてい

ただきましたので、経営支援が図られたことと考えております。 

  課題につきましては、国や東京都からの財源確保が必要であると考えております。 

  再事業化につきましては、東大和市商工会などを通じて、市内事業者の経営状況に関する情報収集を踏まえ

て検討してまいりたいというふうに考えております。 

  続きまして、行政報告書382ページ、喜多方産コシヒカリの活用事業についてでございますが、こちらは令

和３年、令和４年の２回にわたりまして、新型コロナウイルスで大きな影響を受けている飲食店を応援するた

め、東大和エール飯プロジェクトに参加していただいた店舗に喜多方米を、配付というか支給しまして、店内

での飲食のほか、持ち帰りのできるメニューを提供していただきました。 

  喜多方市産コシヒカリを生産された農家の方々からは、いまだ風評被害で苦しむ米農家にとっては大変あり

がたい事業だというお話を喜多方市の担当者から伺っております。 

  また、飲食店のほうからは、喜多方米の特性を生かしたメニューは大変好評であったことと、お客様から喜

多方米の炊きたての御飯はとてもおいしいというような意見などのお褒めの言葉をいただき、多く寄せられた

と聞いております。 

  市といたしましては、この事業が喜多方市、市内飲食店への経済支援につながったというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○市民環境部長（田村美砂君） 行政報告書389ページ、消費者保護対策事業費でございます。 

  都営住宅等の周知につきましては、市報及び市公式ホームページ、ＳＮＳなどを活用して周知をしておりま

す。また、応募書類は市民の皆様が入手しやすいよう、市民センター、また市役所内の関係の窓口等で配布を

しております。引き続き様々な媒体を活用して、幅広く周知をしていくことが必要だと認識しております。 
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  以上です。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございます。 

  それでは、再質疑を行います。 

  行政報告書378ページの住宅・店舗リフォーム資金の補助ですけれども、意義については理解しましたし、

行政報告書を見ますと、利用されてる方も住宅で117件、店舗で３件ということで、利用されてる方もたくさ

んいらっしゃって、やっぱりこれは、令和３年度末をもって廃止になったものかと思いますけど、大変意義の

ある事業だと思いますので、この事業の必要性について再度お伺いしたいと思います。 

  それから、行政報告書382ページの中小企業者等応援金ですけれども、こちらも課題については分かりまし

た。それから、再事業化についても検討していただけるということなので、ぜひこれも必要な事業だと思いま

すので、我々としましては融資を受けたという条件も外して、多くの方が使える事業として再事業化を要望し

ますので、こちらについては引き続き御検討をお願いします。こちらは要望です。 

  次に、同じページの、382ページの喜多方産のコシヒカリ活用事業のところは、これ本当にとても意義のあ

る事業だったというふうに思いますが、今後の取組についての検討状況について御答弁がなかったかと思いま

すので、ちょっとそちらについてお伺いしたいと思います。 

  それから、行政報告書389ページの都営住宅の地元割当のところですけれども、以前、我々会派で、地元割

当を拡大してほしいということで東京都にも要望に行ってるんですが、このときに、市のほうで要望をすれば

割当ての拡大も可能だという御説明がありました。ぜひ、市からも枠の拡大を要望していただきたいというふ

うに思います。こちらも要望です。 

  以上です。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書378ページ、住宅・店舗リフォーム資金への補助に関することの認

識ということでございますが、非常に過去の実績からも件数や金額も控えておるという状況がございますが、

今後につきましては、東大和市商工会の方々ともお話を聞きながら、今後についてのことは検討していきたい

というふうに考えております。 

  それと、382ページの喜多方産コシヒカリの活用事業のことについてでございますが、今後の取組というこ

とでは、今年度については特に検討しておりませんが、別の事業で喜多方の市で取り扱ってる商品をイベント

の関係で使ったりとかしてますので、そちらのほうでも広い意味で考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、２点質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の381ページ、地方創生活気ある商店街づくり事業、ワークショップ開催事業の内容についてで

ございますけども、令和２年度ではホームページやＳＮＳを利用した情報発信の運用体制の確立というふうに

ありましたけども、令和３年度には掲載されていない理由についてと、令和３年度の成果についてお伺いをい

たします。 

  次に、行政報告書384ページ、観光推進事業の観光宣伝事業のマンホールカード（特別版）の作成について

でございますけども、カードの増版が行われましたけども、事業の成果についてお伺いをいたします。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 行政報告書381ページ、地方創生活気ある商店街事業のワークショップ開催事

業の内容についてでございます。 
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  こちらは、商店街の活性化に向けて、商店街をみんなで考える仕組みの構築をし、活性化に向けた方向性や

共有の機運醸成を図るためのワークショップ開催に対しまして補助を行いました。令和２年度は、富士見通り

商栄会が、ホームページやＳＮＳを利用した情報発信の運用体制が確立され、現在は活用されていることから、

令和３年度、掲載はされていないものでございます。 

  成果といたしましては、富士見通り商栄会組織力の強化を図るため、現在も行っておりますが、商店街アー

ト事業計画が策定されまして、この事業が振興につながっているということでございます。 

  続きまして、行政報告書384ページ、観光推進事業におけるマンホールカードの増版等についてでございま

す。 

  こちらは、マンホールカードは令和元年度、うまべぇと旧日立航空機株式会社変電所のマンホール設置に合

わせまして１万枚作成いたしました。その後、郷土博物館窓口において配布を始め、これまで市民や市外から

多くの方々が来館された際に配布してまいりました。令和３年度中にマンホールカードの１万枚がなくなる見

込みが立ちましたことから、新たにカードを8,000枚増版させていただきました。 

  事業の成果につきましては、マンホーラーと呼ばれる方々をはじめ、多くの方々に東大和に来ていただくこ

とにつながっているというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 商工費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、商工費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第８款土木費の質疑を行います。 

○委員（佐竹康彦君） それでは伺います。 

  決算書230から31の、行政報告書400ページから401ページ、道路管理費並びに、決算書232から233、行政報

告書406から８ページの市内道路改良事業費、それぞれの雨水対策事業の令和３年度における内容の詳細とそ

の成果について伺います。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 決算書230ページ、231ページ、行政報告書400ページ、雨水対策事業につい

てでございますが、令和３年度としましては仲原排水管清掃委託、市内一円集水ます清掃委託、雨水浸透井清

掃委託、排水管及び集水ます清掃委託の４事業を実施しました。これらの事業の実施によりまして、道路に降

った雨水の排水能力や浸透能力を最大限に発揮できるよう努めたことによりまして、浸水被害の軽減が図られ

たものと認識しております。 

  以上でございます。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 決算書232ページ、233ページ、行政報告書406ページ、408ページ、雨水対策

事業についてでございますが、雨水浸透施設の設置工事と実施設計委託の２つを実施してございます。 

  まず、雨水浸透施設の設置工事でございますが、南街５丁目の南街市民センターの向かい側の協和公園内に

設置してございます。こちら、構造がプラスチック製の貯留浸透槽の設置でございます。貯留量が23.8立米、

浸透量が１時間当たり13.7立米となってございます。 

  その成果でございますが、今回設置しました雨水浸透施設につきましては、公園前の道路の雨水排水管が

800ミリに接続してございまして、この排水管が都道青梅街道、いなげやさんの南の道路のところを通りまし
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て、市道５号線のハミングロードを経由して、高木橋で放流してるルートでございます。そのため、青梅街道

や南街４丁目の交差点付近の雨水処理量の軽減を図ることができているものと推定してございます。 

  ２点目の雨水浸透施設実施設計委託でございますが、こちらは令和３年度でございますが、令和４年度の工

事として現在発注して、もう既に工事を実施してるところでございます。 

  この場所につきましては、向原６丁目、用水北通りから南へ入った道路内でございます。構造はボックス式

の多孔板設置でございまして、貯留量13.2立米、浸透量が１時間当たり12.6立米となってございます。 

  こちらの成果についてでございますが、設置することによりまして、市道第１号線、用水北通りの道路冠水

の軽減を図ることができるものと推定してございます。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） 行政報告書420ページ、公園管理事業におきまして、令和３年度は公園の遊具等定期点

検の委託の予算も含まれていたかと思います。どのような調査を行い、また結果がどうであったのかを伺いた

いと思います。また、令和３年度については、この点検等も踏まえて、どのくらいの公園の遊具の更新ができ

たのか、過去５年間の実績についても併せて伺いたいと思います。 

  行政報告書424ページの都市計画道路３・４・17号線の整備について伺いたいんですけれども、この道路に

ついては東大和市駅からイトーヨーカドー前につながっていく桜街道でありますけども、この道路の早期事業

の完成を強く望んでいるわけでありますが、令和３年度の事業の推進状況等を確認させていただきたいのと、

また早期の事業完成に向けてどのように取り組んでいかれるのか、スケジュール等、現状での見通しを伺いた

いと思います。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 行政報告書420ページ、公園遊具等定期点検の調査結果でございますが、公

園緑地、こども広場の合計数が全部で117か所ございます中で点検した箇所は、遊具等のある101か所を点検し

てございます。 

  この点検による判定区分でございますが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階に分かれてございまして、Ａは健全でご

ざいます。Ｂは軽微な異常ありで、経過観察となってございます。Ｃにつきましては、異常あり修繕必要とい

う形です。Ｄにつきましては、危険性が高く、緊急の修繕、更新が必要となってございます。 

  その結果でございますが、全部で549基点検しまして、パーゴラ、ベンチ、テーブル、あずまやなどを除き

ました385遊具が総合評価の対象となってございまして、その評価結果につきましては、Ａはゼロ基、Ｂが95

基、Ｃが262基、Ｄが28基となってございます。 

  その対応でございますが、Ｄとなった遊具につきましては全て修繕もしくは撤去してございます。特に滑り

台は修繕ができないような状況のものが多数ございまして、７基撤去したという経過がございます。Ｃ判定と

なった遊具につきましては、順次修繕もしくは撤去を行っているところでございます。 

  令和３年度の遊具の更新についてでございますが、第一光が丘公園で滑り台１基を更新してございます。 

  それから、過去５年間、平成29年度から令和３年度の遊具の更新の実績についてでございます。６年前の平

成28年度につきましては８基更新してございますが、平成29年度以降は修繕や撤去を先行して実施してきた経

過がございまして、令和３年度の、先ほど申し上げました第一光が丘公園の１基のみの実施となってございま

す。 

  ただ、新設でございましたら、令和３年度に高木公園の複合遊具、また第一光が丘公園のクライミング遊具、

狭山緑地の木製複合遊具の３基を設置してございます。 
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  今後につきましては、公園施設長寿命化計画に基づきまして、木製遊具等を含めまして、遊具の更新もしく

は新設を行っていく考えでございます。 

  以上でございます。 

○都市づくり課長（稲毛秀憲君） 行政報告書424ページ、３・４・17号線の関係であります。 

  最初に、用地買収事業についてお答えします。令和３年度につきましては、土地開発公社が先行取得した面

積102.13平方メートルの用地を市が取得しました。現時点では、令和４年度中に土地開発公社が先行取得する

残りの１件、457.23平方メートルの土地を市が買い戻すことを予定しております。これにより、令和４年度中

に用地買収事業が完了する予定となっております。 

  整備事業とスケジュールにつきましては、土木公園課長からお答えします。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 行政報告書424ページ、都市計画道路３・４・17号線の整備事業の整備とス

ケジュールについてでございます。 

  令和３年度につきましては、電線共同溝設置の前段としまして、ガス管の切り回し工事を実施してございま

す。その移設補償費としまして536万5,663円を支出してございます。また、その他としまして、占用企業者と

の工事調整を行ってございます。 

  それから、現時点での今後のスケジュールについてでございますが、令和３年度から６年度までの予定で、

電線共同溝設置のための占用物件の支障移設や、また新設管の工事を実施していく予定でございます。また、

その間に、それと並行しまして電線共同溝の事務手続がございます。令和７年度からにつきましては電線共同

溝の設置工事がございまして、おおむね６年間ということで想定してございます。 

  その後につきましては未定でございまして、事業の完了時期につきましても、現時点では具体的にお示しで

きる段階ではございません。電線共同溝設置工事の状況を見極めながら、事業完了時期への影響をできる限り

抑えていくべく、関係各所との調整や工事を進めていく考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） ありがとうございます。 

  行政報告書420ページの公園管理事業におけます公園遊具等の点検の状況を御答弁をいただきました。 

  大変多くの公園の遊具等を点検していただいた中で、緊急性のあるものについては全て撤去ができたという

ことでございますが、私どもとして強く望みたいのは、先ほどＣの修繕が、今後取り組んでいくという262基

の遊具の更新をしっかりと進めていただきたいと思っております。 

  これまでなかなか遊具更新、今回の定例会の補正予算の中で、大きな魅力的な遊具を設置していただくとい

うことで大きく改善も進むものと思いますが、また一方で身近な公園の遊具の更新を引き続き強力に推進して

いただきたいと考えておりますが、これらに、262基あったとされる遊具の更新を今後どのような形で進めて

いかれるのかを再度伺いたいと思います。 

  また、424ページの３・４・17号線の整備については、今の御答弁で、市のほうとしても少しでもこの事業

が早く進むように取り組んでいただけるということで、この点について再度確認させていただきたいと思いま

す。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 行政報告書420ページの公園の調査結果Ｃの262基の今後の対応ということで

ございますが、もう既に、数量までは、今そこの把握はできておりませんが、何十基も補修等してございます。 

  今後につきましても、予算の範囲内でできる限り補修していく考えでございまして、またこの点検、毎年毎
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年実施しなければいけないことになってございますので、その中でまた新たなところも出てくるかと思います。

そういうところも引き続き、危険なところから、危険と思われる箇所から順次修繕していくというような考え

でございます。 

  以上でございます。 

○まちづくり部長（田辺康弘君） 行政報告書424ページの都市計画道路３・４・17号線の整備についての考え

方でございますけれども、先ほどから土木公園課長からも答弁させていただいたところではございますけれど

も、今後も引き続きまして事業完了時期への影響をできる限り抑えていくべく、関係各所との調整、工事を進

めていこうというふうに考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） ここで５分間休憩いたします。 

午前１１時２５分 休憩 

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

午前１１時２８分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、３点ほど質疑をさせていただきます。 

  行政報告書415、416ページ、コミュニティバス等運行事業についてですけども、以前からちょこバスについ

ては、私もよく利用さしていただいて、本日もちょこバスでこちらに来ましたけれども、乗ってみますと、や

はりかなりある、乗車数がすごく増えてると私自身も実感をしております。令和２年度に比べ、利用者が１万

2,000人増えてるっていうことは、喜ばしいということですけれども、これに関してはどのように分析をして

るのかお伺いをしたいと思います。 

  続きまして、行政報告書420ページ、公園管理事業ですけれども、総務費のほうで、市で管理している防犯

カメラ161基とお伺いしましたけれども、令和３年度時点で公園の設置状況について伺うのと、令和３年度、

どのような取組を行ったのか。また、私ども公明党が、これまで公園の設置増設を要望してきておりますけれ

ども、今後どのように取り組んでいくのかお伺いをしたいと思います。 

  ３点目、行政報告書426ページ、住宅施策推進事業ですけども、分譲マンションの維持管理相談件数、また

内容についてお伺いしたいと思います。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 行政報告書415、416ページ、コミュニティバス等運行事業につきまして、ち

ょこバスの利用者数は、令和２年度に比べ１万6,721人の増です。増加率は約13.8％で、一定の回復を見せて

おりますが、新型コロナウイルス感染症以前の状況には及ばないと認識しております。 

  以上でございます。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 行政報告書420ページ、公園の防犯カメラの設置数でございますが、全部で

５基ございまして、上仲原公園が３基、高木公園が２基となってございます。こちらは平成31年度に、東京都

の補助金を活用して設置してございます。令和３年度につきましては新設した箇所はなく、既存の防犯カメラ

の適切な管理に努めたというような経過がございます。 

  今後についてでございますが、防犯カメラは設置費用が高く、前回設置時においても、東京都の補助金を活

用して設置した経過がございます。例えば、高木公園で申し上げますと、１基当たり45万円、また上仲原です

と１基当たり90万円かかっております。これは支柱であったりとか、あとは埋設管、そういうものが必要にな



 

－95－ 

って、このぐらいの金額になってございまして、かなり高価になってございます。 

  そのようなことも踏まえまして、今後につきましては、補助金の活用が可能になった場合には、そのときの

状況に応じまして検討していきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○まちづくり推進担当課長（梅山直人君） 行政報告書426ページ、分譲マンションの維持管理等に関する相談

業務についてでありますが、令和３年度、維持管理に関する相談は２件ございました。１件は、水漏れ及び相

隣関係に関する相談であり、東京都分譲マンション専門相談や、市の法律相談などの制度を案内いたしました。 

  もう一件は、敷地内の排水の状況などを確認したいという趣旨の相談であり、担当部署で閲覧が可能な旨を

案内いたしました。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 決算書237ページ、下水道事業会計繰出金ですけども、前年度比１億7,000万円余の減額

となった主な要因を伺います。 

  行政報告書398ページの自転車駐車場の関係ですけども、令和２年度についての答弁では、東大和市駅の定

期利用枠の拡大と案内板の設置の問題がうまくいかなかったっていう答弁でしたが、令和３年度の取組につい

て伺います。 

  それで、東大和市駅の関係については行政報告書に載っていないわけですけども、要するに協定書を結んで

いないからここへ載ってこないんだと思いますが、協定書を結んで事業を推進するというお考えはないのか、

その点も確認します。 

  それから、上北台については、一時利用箇所の増設が必要との答弁で、定期利用が32減って一時利用が20増

えていますけども、現状の過不足についての認識と課題について伺います。 

  それから、桜街道駅については、旧カシオの前の駐輪場が満杯になることがあるとのことでしたが、増えて

いません。現在増えたのでしょうか。課題について伺います。 

  それから、同じ行政報告書398ページのところですけれども、コロナの関係で、委託事業者の収支にどのよ

うな影響が出ているのか、このこととの関係で、今後の計画や事業に何らかの影響が出てくるのか、令和２年

度、３年度の状況を踏まえて伺います。 

  それから、行政報告書414ページ、交通機関対策事業費で、都バス梅70系統の維持経費負担金として、前年

と同額2,285万6,000円を支出しています。市町村の負担なしに路線維持をしている路線もあることを、この間

指摘してきましたけども、市も東京都に意見を言っていると答弁いただいてます。また、都バス梅70系統につ

いては、運行区間や運行本数などの縮小も進められていると思いますが、状況についても伺います。令和３年

度の取組と今後の課題について伺います。 

  行政報告書414ページ、交通機関対策事業費になるかと思いますけども、市内を走る西武バスの運行ルート

や運行本数の変化について伺います。 

  同じく414ページで、市内を走る交通機関で、市民がシルバーパス使えるのはどれだけあるのか。23区と比

べると適用できる交通機関少ないんではないかと思いますけども、市の認識を伺います。 

  行政報告書417ページ、コミュニティタクシーのところで、湖畔地域では導入に至らなかったということで

すが、市はふさわしい交通手段の在り方についての地元の調査研究に協力すると、昨年答弁されてますけども、

令和３年度の取組と課題について伺います。 
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  それから、行政報告書416ページで、コミュニティバス運行事業費で、乗客数１万5,000人ぐらい増えたとい

うことですが、補助金額の変化、令和２年と３年でどうだったのか伺います。 

○財政課長（鈴木俊也君） 決算書237ページ、下水道事業会計繰出金の減額の主な要因についてでございます

が、下水道事業が公営企業会計に移行したことに伴い、繰出金の算定方法が変更となった影響によるものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 行政報告書398ページ、交通安全自転車対策事業の自転車駐車場についてで

ございます。 

  まず、東大和市駅の定期利用枠の拡大及び案内板の設置についてでございますが、令和３年度におきまして

も進展はございませんでした。 

  なお、毎年10月に実施してございます駐輪場利用状況調査における定期契約数は、西武鉄道東大和市駅駐輪

場では若干の空きがあり、ＢＩＧＢＯＸ東大和第２駐輪場では、空きのない契約状況でありました。また、こ

ちら東大和のほうだけ協定というようなお話があったかと思われますが、こちらにつきましては、民間、西武

鉄道さんのほうと小平市の駐輪場ということがありますので、特段、協定という考えというのはなく、西武鉄

道側のほうに、駐輪場の設置の要望を引き続きしているところです。 

  また、上北台駅の一時利用箇所の増設につきましては、市の要請により、運営事業者である自転車駐車場整

備センターが、定期利用箇所を減らし、一時利用箇所の増設を実施いたしましたが、依然として一時利用部分

が不足していると認識しております。一時利用箇所をさらに増設するよう、自転車駐車場整備センターと調整

を行ってるところではありますが、課題につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響の減少に伴い定期

利用の需要が増加する場合に留意し、自転車駐車場整備センターとの調整をしていくことと認識しております。 

  桜街道駅の一時利用箇所の増設につきましては、上北台駅と同様に、自転車駐車場整備センターと調整を行

っているところでございます。 

  続きまして、同じく行政報告書398ページ、交通安全自転車対策事業の自転車駐車場整備センターの収支の

影響等についてでございます。 

  運営事業者でございます自転車駐車場整備センターに確認しましたところ、令和３年度の収入については、

令和２年度と比較しまして328万円の増、率にしまして4.3％の増となってございます。支出につきましては、

上北台駅駐輪場の電磁ロック式ラック等を整備したことにより、支出も増となったと聞いております。 

  今後の計画や事業への影響についてでございますが、現在の状況では影響はないということでございました。 

  続きまして、行政報告書414ページ、交通機関対策事業費の都営バス梅70系統の状況につきましては、平成

27年３月31日に西東京市の脱退に伴い、青梅車庫から花小金井駅北口までの区間の運行になっております。ま

た、運行本数につきましては、直近では平成31年４月１日に、折り返し待機時間の適正化に伴うダイヤ改正に

よる見直しが行われております。令和３年度の取組につきましては、当市は関係市長会・担当部課長会の座長

市であったことから、主に東京都及び沿線市町の意見交換に必要な連絡調整に取り組んでまいりました。 

  今後の課題につきましては、都営バス梅70路線につきましても、依然として新型コロナウイルス感染症の影

響が一定程度見込まれることであると認識しております。 

  続きまして、同じく行政報告書414ページ、交通機関対策事業費の市内の西武バスの運行ルートや運行本数

についてでございますが、西武バス株式会社に確認いたしましたところ、令和３年度においては、令和３年９
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月１日付で、市内では主に東大和市駅・久米川駅間の土曜日・休日の便が減となる変更が行われております。

また、令和４年３月16日付で、市内では、主に立川駅北口・南街間の平日の便が減、土曜日・休日の便が増と

なる変更が行われております。なお、令和３年度において、運行ルートの変更は行われてないとのことでした。 

  続きまして、行政報告書414ページ、交通機関対策事業費のシルバーパスを使用できる公共交通機関につい

てでございますが、市内を走る公共交通機関でシルバーパスを使用できるのは、コミュニティバスを除く路線

バスのみでございます。23区では、路線バスのほか、都電、都営地下鉄等でシルバーパスを使用できますこと

から、23区に比べて当市はシルバーパスを適用できる公共交通機関が少ないものと認識しております。 

  続きまして、行政報告書417ページ、コミュニティバス等運行事業費の湖畔地域についてでございますが、

令和３年度の取組としましては、主に地域検討組織と協働で、湖畔地域コミュニティタクシー試行運行結果報

告書を作成したこと及び地域検討組織の調査研究への協力として、勉強会を実施したことでございます。 

  課題につきましては、勉強会などを通じて、地域の方々に地域公共交通を育てていただけるよう、さらに御

理解を深めていただくことを認識しております。 

  続きまして、行政報告書416ページ、コミュニティバス等運行事業費のコミュニティバス運行補助金につい

てでございますが、令和３年度の決算額は6,083万936円で、令和２年度の決算額6,072万73円と比較し、11万

863円、0.2％の増となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 土木費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、土木費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第９款消防費の質疑を行います。 

○委員（佐竹康彦君） 決算書244ページからと、行政報告書437ページからの災害対策事業費について伺います。 

  まず、コロナ禍におけます令和３年度の防災訓練の在り方をどのようなものとして考えておられたのか、ま

た実際実施された訓練の詳細と、その成果をどのように捉えてらっしゃるのか伺います。 

  また、災害対策資材の備蓄状況に関しまして、令和３年度の取組の詳細と、充実が図られた点はどのような

ところなのか伺います。 

  続きまして、令和３年度に結ばれた協定４件ございますけれども、これらの協定によりまして、どのような

対策、災害対策効果を期待するのか、この点について伺います。 

  以上です。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書437ページ、決算書ですと244ページですか、防災訓練の在り方でご

ざいますけれども、災害というものはいつ発生するか分かりませんので、防災機関というものは、常に災害に

備えて、コロナ禍においても、感染拡大防止措置を講じた上で効果的な訓練を行う必要があるものというふう

に考えております。 

  この考えの下に、令和３年度につきましては、市と関係機関のみで、総合防災訓練や水防訓練を行いました。

机上訓練では、本部長室や水防本部の開設・運営訓練、非常時優先業務確認訓練などを行う一方、実動訓練で

は、市民の参加は制限いたしまして、炊き出し訓練なども除外いたしましたけれども、こういった一部縮小し

て行ったものであります。 
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  それから、訓練の成果でございますけれども、感染症配意型の避難所開設・運営訓練など、コロナ禍を踏ま

えた訓練ができておりまして、一通りの手順を確認できたことは一定の成果だというふうに認識しております。 

  それから、備蓄品の整備でございますけれども、備蓄品につきましては、令和３年度におきましては、新規

の購入というよりは、専ら食料品や医薬品の保管期限の到来したもの、これにつきましての買換えというもの

を行いました。それから、もう一つは、毛布の真空パックの期間が長期間になったものにつきましては、リパ

ック等を行いました。さらに、令和３年度は補正予算で、繰越明許で令和４年度に執行するものでございます

けれども、簡易トイレ33台の購入ということで補正予算を組んでおります。こちらにつきましては、既に今年

度執行済みということでございます。こちらの簡易トイレは、汚物を自動的に密閉して衛生的に処理できると

いうものでございますので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資するとともに、室内にも設置でき

るということで、高齢者や障害者等の要配慮者の負担軽減にも資するものというふうに考えております。 

  それから、防災協定でございます。失礼しました。防災協定でございますけれども、令和３年度につきまし

ては４件の協定を締結しております。介護タクシー事業者と締結した傷病者の搬送協力に関する協定、それか

ら警視庁東大和警察署と締結した資機材等の提供に関する協定、東京都と他の区市町村と締結した災害時等の

相互協力に関する協定、それから東大和市商工会、これは建設業部会でございますが、と締結した応急対策等

の協力に関する協定でございます。介護タクシー事業者との協定につきましては、従前協定を締結しておりま

した事業者が廃業したことに伴い、市内事業者と新たに締結したものでございまして、傷病者等の搬送手段を

維持するものというものでございます。それから、警視庁東大和警察署と東大和市商工会建設業部会と締結い

たしました２件の協定でございますけれども、こちらはいずれも災害発生時における応急対応における資機材

の充実を図るものであります。それから、東京都及び他の区市町村との協定につきましては、職員の応援です

とか施設の提供など、災害対策基本法に基づく協定を迅速かつ円滑に実施するためのものでございます。 

  いずれも、連携により、応急対応時ですとか復旧・復興時における災害対応能力を高めるものというふうに

認識しております。 

  以上です。 

○委員（佐竹康彦君） ありがとうございます。 

  １点だけ要望なんですけども、コロナ禍の中で、感染症対策に留意しながらの災害訓練ということで、実際

の場合も感染症対策、非常に重要な点だというふうに、今回のコロナ禍で浮き彫りになった、また改めて認識

したというところでございますので、この点につきましても、引き続き防災上の重要な観点として、今後とも

取組を続けていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員（荒幡伸一君） では、１点だけ質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の432ページ、消防団活動事業についてでございますけども、団員数が減少傾向にございますけ

ども、令和３年度の市の関わりや今後の展開について、例えば団員になってくださる方への特典などがありま

したら効果的ではないかというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書でいいますと、恐らく432ページでございます。消防団員の減少に

対することでございます。 

  消防団につきましては、消防団自身が、ホームページですとかフェイスブック、あるいはチラシなどで団員

募集を行っておりまして、あるいは機関紙も発行しておりますけれども、団活動のＰＲを行っております。 
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  市としても、市報ですとか公式ホームページにおいて、活動内容の広報ですとか、あるいは団員募集を周知

しているところであります。 

  それから、令和３年度に検討いたしました消防団条例の改正につきましては、令和４年の第１回定例会にお

いて可決いただきまして、同年４月の１日から施行されましたけれども、この改正によりまして、消防団員に

払う手当を報酬に変更いたしまして、その額も、１回の災害出動は2,500円から8,000円、火災出動については

2,500円から4,000円に引き上げております。この改正は、消防団員の処遇改善を目的としたものでございまし

て、消防団における人材確保にも資するものというふうに考えております。 

  今後の展開でございますけれども、これまで御説明した対応を続けるとともに、団員募集に関して、応募し

やすく、定着にも効果のある施策を研究し、消防団の理解を得ながら、その具体化を図ってまいりたいと、こ

のように考えております。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書439ページ、災害対策事業の災害対策資材備蓄状況の中の一覧にありますポ

ータブル電源・ソーラーパネル、それから可搬式蓄電池についてお伺いしたいのですけれども、こちらのほう

128台、32台ということで用意をしておりますけれども、こういった蓄電池に関しては日頃から充電をしなけ

れば、いざというときに使用できないと思いますけども、管理についてどのように行ってきたのかお伺いしま

す。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書でいいますと438ページから39ページですね、蓄電池等の保管方法

でございますけれども、ポータブル電源ですとか可搬式の電池というものは、これ令和２年度に購入したもの

でございまして、停電時の避難所の非常用電源として使うことを想定しております。現在は、市役所の倉庫に

保管されておりまして、購入から１年を経過した段階で、１回充電しております。このときの電池の残量でご

ざいますけれども、満充電の約８割が確保されておりました。このため、１年に１回程度の充電を行えば、蓄

電池の機能を保てるものというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 蓄電池の……、ごめんなさい、行政報告書439ページの災害対策事業の備蓄状況ですけ

れども、充電については１年に１回程度ということで今確認ができましたけども、保管してる場所が市役所に

ということなので、いざというときに避難所などに運ぶことなども考えると、そのあたりは、市役所に置いと

いても、いざというときに使えるのかなという感じがしますけども、その点についてもう一度お伺いします。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 行政報告書439ページ、蓄電池等の保管場所でございますけれども、これまで

は、先ほど申し上げましたように市役所の地下に保管しておりましたが、停電時の避難所の電源の迅速な確保

という点では、やはり避難所に保管するほうが合理的であるというふうに考えております。ただし、この保管

場所でございますけれども、蓄電池でございますから、ある程度高いものでございますので、セキュリティー

の確保が必要だということと、それから非常時においては、避難所の担当職員がすぐ取り出せるという条件が

ございます。それから、先ほど申し上げましたとおり、年１回の充電の管理というものも必要でございます。 

  これらのことを踏まえまして、避難所となる学校側と協議を始めたところであります。一部の学校からは、

保管場所の候補となる場所を提案されているところであります。今後も学校側と協議を続けまして、ほかに適

切な場所を特定してまいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 
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○委員（尾崎利一君） 決算書245ページの災害対策事業費のところですけども、コロナ禍で緊急医療体制の脆

弱性が指摘されてますが、東大和市の国土強靱化地域計画でも、事前に備える８つの目標の一つとして示され

ているところです。課題の認識、また検討状況について伺います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 決算書245ページ、災害対策費でございますけれども、この国土強靱化計画に

関すること、これは令和３年12月に策定いたしました。それから、同時期にアクションプランも策定しており

ます。いかなる自然災害が起こっても機能不全に陥らず、速やかな復旧・復興を可能にする強靱な地域をつく

るため、各種の事業に取り組んでおります、このアクションプランに基づいてですね。 

  その検証と見直しでございますけれども、まだ策定してから１年たってございませんので、今後行う予定で

ございます。したがいまして、現段階では具体的にお答えすることができません。 

  以上です。 

○委員長（森田真一君） 消防費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、消防費の質疑を終了いたします。 

  ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時５７分 休憩 

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

午後 １時２８分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第10款教育費の質疑を行います。 

○委員（上林真佐恵君） それでは、何点かお伺いします。 

  まず、行政報告書456ページの通学路等学校安全対策事業のところですけれども、スクールガードさんの人

数がこの間減っているということで、平成31年45人、令和２年度42人、令和３年度38人ということで減ってい

ます。それから、交通擁護ボランティア、これ保護者の方だと思いますが、これも平成31年642人、令和２年

度564人、令和３年度503人と、年々減っている状況かというふうに思います。この状況を市としてどのように

認識されているのか、また課題は何か伺います。 

  スクールガードさんの高齢化や保護者の負担を考えると、これまでも要望してきましたけれども、学童交通

擁護員の復活が必要ではないかと思いますが、この件についても認識を伺います。 

  それから、行政報告書468ページからの不登校対策、それから次の469ページのサポートルームですけれども、

不登校の児童・生徒増加をしていて、特に小学生で増えているかというふうに思います。この間、一般質問で

もサポートルームの複数設置を要望してきましたけれども、最近になって、サポートルームかなり手狭になっ

てるというふうにも聞いています。サポートルームの必要性と複数配置への課題と検討状況を伺います。 

  次に、行政報告書471ページ、情報教育推進事業のところで、ＧＩＧＡスクール構想、児童・生徒への１人

１台タブレット端末を、令和３年度新しい取組だったと思いますが、これ１年が過ぎて、どのような課題があ

ると認識をされてるのか伺います。それから、貸出用のルーターの実数についても伺います。 

  次に、行政報告書476ページからの小学校環境整備事業、それから行政報告書486ページからの中学校環境整

備事業のところで資料を頂きました。学校ごとの市内小中学校のクーラー未設置の部屋について資料を頂いて
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るんですが、令和３年度、新たに六小の配膳室にクーラーを整備していただいたかと思います。ありがとうご

ざいます。昨年度は用務員室などにもつけていただいて、着々と進んでいっていただいてると思うんですが、

教職員の方からの要望など踏まえた今後の設置の方向性について伺います。 

  それから、同じところで、トイレの洋式化の状況についても資料を頂きました。こちらも、小中学校それぞ

れで洋便器率が少しずつ上がってきているかと思います。今後の洋式化の進め方について、昨年の御答弁では、

長寿命化とタイミングを合わせて行っていくということでしたけれども、トイレの臭いや、それから害虫など

も発生したりしていて、子供たちもかなり、特にトイレは気になってるという声もありますので、令和３年度

の尿石除去や清掃等の実績、それから今後の見通しについて伺います。 

  次に、行政報告書505ページからの文化財保護・保存事業のところで、507ページの旧日立航空機株式会社変

電所保存・改修工事、それから旧日立航空機株式会社変電所の公開のところで、改修工事による効果と今後の

課題について伺います。 

  次に、行政報告書512ページ、放課後子ども教室推進事業で、部分的な再開がされたということでしたが、

人員体制、確保、必要な人数が確保できているのかというようなことも含めて、再開への課題は何か伺います。 

  次に、行政報告書568ページ、学校給食費収入実績のところで資料を頂きました。児童手当として支給され

たうち、給食費として払った額について世帯数が分かる資料を頂きました。給食費については、ここ数年の資

料を見ると、平成30年115世帯、31年度121世帯、令和２年度136世帯、今回令和３年度146世帯と、増加傾向に

あると思います。令和３年度、滞納を理由に新たに児童手当からの徴収となった世帯が何世帯あったのか伺い

ます。また、経済的な事情がある場合は、強制的に児童手当からの天引きとはせず、就学援助につなげるなど

丁寧な対応が求められると考えますが、どのような対応をされてるのか伺います。また、給食費の負担軽減な

どの対応も求められると考えますが、その点の御認識を伺います。 

  最後、決算書247ページ、教育総務費職員人件費のところでも資料を頂きました。ありがとうございます。

学校ごとの教員定数ということで、４月１日と９月１日の資料を頂きました。当市では教員が定数に足りない

という状況はなかったようなんですが、文科省が令和３年度に行った教師不足に関する実態調査では、令和３

年度の始業式に、全国で教員が2,558人足りない状態だったということが分かりました。さらに、その後今年

４月には、都内でも公立小学校約50校で、教員の配置が定数に満たず欠員が生じてるという報道もありました。

他市の事例では、教育委員会が保護者に対して、教員の当てがないか、何かチラシみたいのを配ったというよ

うなケースもあったと聞いてるんですが、当市でも、定員は満たしてはいたものの、教員確保に苦労するよう

な状況があったのかどうか伺います。 

  それから、もう一つ資料を頂きました。教員の病気等による長期休職者数及び退職者の資料です。メンタル

で休職される方がなかなかなくならないという中で、市では、教員の働き方改善計画も策定し、負担軽減に取

り組んでると思いますが、令和３年度は、コロナの体制、感染に対する対策に加えて、１人１台端末の対応や、

また不登校の子供も増えていて、そうした支援だとか、また教員自身がコロナに感染したり濃厚接触者になっ

たりなど、負担はかなり、さらに増えているというふうに思いますが、こうした中、抜本的な、やっぱり教員

を増やすということが必要だと思いますが、市の認識と教員の働き方の改善の見通しについて伺います。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 私のほうから、１番目と７番目の御質疑についてお答えさせていただきます。 

  行政報告書456ページ、通学路等学校安全事業でございますが、スクールガードをやっていただいてる方の

中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況から、一時的にお休みをしている方もございます。そうい
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った状況でございますが、実際に減ってきておりますので、御協力いただける方の募集等の充実を図るという

必要があると認識してございます。 

  課題といたしましては、少しでも多くの方に御協力いただき、地域で児童の安全を図っていく体制の整備が

必要であると考えてございます。 

  また、学童交通擁護員につきましては、国のほうから通知で、児童・生徒の登下校を地域全体で見守る、そ

ういった体制を整備することが重要であるというふうにされておりますことから、現時点では予定してござい

ません。 

  続きまして、行政報告書568ページ、学校給食についてでございますが、新規で給食を児童手当から払う方

法にした方は42件ございますが、滞納を理由に、新たに児童手当からの支払いを開始した世帯数につきまして

は、申出どきに理由の確認を行ってないことから、把握はしてございません。 

  また、就学援助制度の丁寧な対応についてでございますが、納付をお願いした際に、困窮しているとの話が

ございまして、就学援助の制度を勧めましたが、御家族の方にある程度の収入があり、就学援助には該当しま

せんでした。ただ、その後、別の機会に納付のお願いをした際に、離婚をされたとのことでしたので、収入が

減っているようであれば、再度就学援助の申請を御案内し、丁寧に対応してるところでございます。 

  以上でございます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 私のほうからは、２番目の不登校対策、行政報告書468ページ、不登校対策、

69ページ、サポートルーム、そして行政報告書471ページの情報教育推進事業に関して御説明をいたします。 

  初めに、行政報告書468ページ、サポートルームの必要性につきましては、近年のコロナ禍において、全国

的に不登校児童・生徒が増加していることからも、不登校適応教室の必要性は高まっており、市においても同

様でございます。 

  現在、市では不登校児童・生徒の状況等に関する分析を進めており、どのような環境を設けることができる

か、サポートルームの在り方についても研究をしているところです。 

  続きまして、行政報告書471ページ、情報教育推進事業に関するＧＩＧＡスクール構想に伴う１人１台端末

の活用等につきましては、各校にＩＣＴ支援員を、そして教育委員会にＧＩＧＡスクールサポーターを配置す

ることで、各校で端末を活用した授業や、行事等の実践方法の工夫ができたということと、一定の成果があり

ました。ただ、課題としましては、各校ごとに端末の活用の仕方により、使用したいソフトにも変化が出てき

ており、市として導入するもの、各校での導入に係る費用など、今後検討をしていく必要があると考えます。 

  貸出用のルーターの実数につきましては、市として保有している台数が250台ありますけれども、各家庭か

ら貸出しの要望があった台数につきましては、１学期が38台、２学期が24台、３学期が26台となっております。 

  以上でございます。 

○建築課長（中橋 健君） 行政報告書476ページ、小学校環境整備事業、同じく486ページ、中学校環境整備事

業費につきまして、初めにエアコンの整備についてでございますが、未設置の部屋につきましては、使用頻度

や使用方法などを踏まえて、改めて精査する必要があると考えております。 

  次に、トイレについてでございますが、尿石除去及び日常清掃につきましては定期的に行ってるところでご

ざいます。いずれも臭いの低減に一定の効果があると認識しておりますことから、引き続き継続してまいりた

いと考えてるところでございます。 

  以上です。 
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○生涯学習課長（高田匡章君） 行政報告書505ページ、文化財保護・保存事業費についてであります。 

  変電所保存・改修工事の効果についてでありますけども、変電所につきましては、保存・改修工事完了後、

市の取組につきまして、新聞やテレビ等多くのメディアで取り上げていただく機会が増え、また解説員２人が

常駐しながら、これまで月１回だった公開日を週２回に増やしたことも大きく影響いたしまして、多くの方々

に御来場いただいている状況にございます。 

  課題につきましては、今後も一人でも多くの方に変電所を御覧いただき、共感していただく方を増やすため

の取組、これはもちろんのこと、そして積極的な活用や、変電所の存在価値をより一層高めるための取組につ

いて調査研究することであるというふうに認識をしているところであります。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 行政報告書512ページ、放課後子ども教室についてでございますが、令和３年12

月及び令和４年１月にかけて、対象学年を限定しまして、一部の小学校で再開いたしました。現在はほぼ全て

の小学校で部分的に再開し、まだできてない小学校でも、再開に向けての準備を進めてるところであります。 

  課題としましては、子供たちを見守るボランティアの方々の高齢化や、スタッフの減少傾向が挙げられます。

引き続き、様々な市報等、様々な機会を通じて募集に努めてまいります。 

  以上です。 

○教育部参事（小野隆一君） 決算書247ページ、教育総務費、職員人件費、資料１、学校ごとの教員定数につ

いてでございます。 

  令和３年度におきましては、メンタル面を理由とする病休者は２名で、２人とも前年度からの継続であった

ため、年度当初から正規教員が配置されております。フィジカル面を理由とした休職者については１名で、年

度途中から休職に入りましたが、臨時的任用教職員採用候補者名簿より任用することができております。 

  続きまして、資料２、教員の病気等による長期休職者及び退職者数、死亡者数についてでございます。 

  教員数については、都が定める学級編制基準に基づいて、教員配置数が決まっております。また、学級数を

基礎として算出する教員定数以外に、小学校２年生における35人学級への対応や、いわゆる中１ギャップの予

防、解決、指導方法の改善のために、追加配当する教員定数が配置されております。さらに、コミュニティ・

スクールの拡大により、地域の力を教育活動に生かしていきたいと考えております。 

  働き方改善の見通しにつきましては、教員の働き方改善計画に基づき、令和５年度までに、月当たりの時間

外勤務が80時間を超える教員ゼロに向け、教育委員会と学校が一体となって取り組んでまいります。 

  以上です。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございます。それでは、再質疑をさせていただきます。 

  まず、行政報告書456ページの、通学路等学校安全対策事業のスクールガードさんのところですけれども、

やっぱりなかなか保護者も、これは結構、朝の道路で安全を見守るというのはなかなか大変で、保護者の中に

は、お子さんより早く仕事に出かけるという御家庭も結構あったりして、こういうボランティアさんや地域の

人で見守るってのも当然大事なことだとは思うんですけれども、やっぱり専門の人も欲しいというふうに、必

要があるというふうに思います。コロナ前にも、スクールガードさん、結構高齢で、期の１年間の間に具合が

悪くなって、出てこれなくなったりとかってこともありましたし、やっぱりボランティアさんだけではなくて、

専門の学童交通擁護員必要だと思いますので、こちらは要望をします。こちら要望のみとなります。 

  それから、行政報告書468ページからの、不登校対策のサポートルームのところですけれども、サポートル
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ームの必要性は高まっているということで、サポートルームの今在り方については検討されているということ

でしたが、今の１か所、市内に１か所しかなくて、結構手狭になってるという、お子さん増えてるというのも

聞いてますし、サポートルームの事業は大変すばらしいと私は思ってますので、ぜひ複数配置、市内にやっぱ

り何か所か欲しいというふうに思うんですが、こちらについての検討状況とか課題とかも伺ってますので、そ

の辺教えていただければと思います。 

  それから、行政報告書471ページの情報教育推進事業、タブレット端末のところですけれども、こちらも一

般質問等でも要望してますけれども、ルーターの実数聞きますと、さほど多くはないというふうに思いますの

で、ぜひこちらは通信費のほうも、ぜひ市のほうで負担をしていただきたいと思いますので、こちらも御検討

をお願いいたします。こちらも要望です。 

  それから、行政報告書476ページからの小学校環境整備事業、486ページからの中学校環境整備事業、こちら

エアコンの整備につきましては分かりました。引き続き教職員の方々から、丁寧に要望などを伺っていただき

たいというふうに思います。こちらも要望です。 

  それから、行政報告書512ページからの放課後子ども教室推進事業、コロナの感染拡大もまだあって、なか

なか全部を元のようにというのは難しいんだろうなというふうに思うんですが、こちらもやっぱりボランティ

アさん、高齢の方も多いと思いますので、ボランティアさんにもちろん協力していただくってことは大事なん

ですけれども、こちらも専門の見守りをしてくださる方を、市として配置していただくよう要望いたします。

こちらも要望です。 

  それから、行政報告書568ページの学校給食費の児童手当からのところですけれども、給食費の負担軽減な

どの対応が求められるのではないかってことで、その点の御認識を伺ってるんですけれども、御答弁なかった

ようなのでお願いいたします。 

  それから、決算書247ページからの教育総務費、職員人件費のところで、こちら定数は満たしていたものの、

教員確保に苦労する状況あったのかっていうことを伺ったと思うんですが、そちらもちょっと御答弁なかった

ようなので確認をさせていただきたいのと、それからこうした教員の負担の重さ、教員の方の負担がすごく重

くなっていて、それが、当市では定員を満たさないということはなかったということですけれども、全体とし

て教員不足という要因にもなってるというふうに考えるんですけれども、その点についての市の御認識を伺い

ます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書469ページ、サポートルームにつきまして、先ほどサポートルーム

の在り方について研究しておりますとお伝えしましたが、そのことについてお答えいたします。 

  現在、各事例によりますと、不登校になる前の段階で、一定期間、在籍学級以外の部屋等で個別対応してい

る事例も多くあります。不登校傾向の段階で、まず個別にサポートできる環境として、校内サポートルームの

検討及び現在のサポートルームを含め、不登校児童・生徒のニーズを把握した体験型カリキュラムの検討など

を行っております。 

  以上でございます。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書568ページ、学校給食費、大変失礼いたしました。申し訳ござい

ませんでした。給食費の負担軽減についてでございますが、給食費は、当市の場合、他市と比較しても非常に

安価で、例えば小学校の低学年などは一番低い単価となってございます。そういった中で、給食費の負担軽減

につきましては、就学援助制度で該当した場合は全額支給してございますので、そういった対応で対応を行っ
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ていくものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○教育部参事（小野隆一君） 決算書247ページ、教員確保に関する苦労についてというところでございますが、

東京都の臨時的任用教職員・任用候補者名簿、こちら今4,000名程度掲載されておりまして、学校の条件に合

う者を令和３年度については任用することができておりますので、苦労というところはないというふうに認識

しております。 

  続きまして、教員の負担の重さについてでございますが、教員の負担軽減に向けましては、教員以外の専門

スタッフや外部人材の活用を推進しており、例えばスクールソーシャルワーカーや教員等のサポートを担当す

るスクール・サポート・スタッフ、そして副校長補佐の配置を推進しております。 

  以上でございます。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、何点か質疑させていただきます。 

  行政報告書456ページ、通学路等安全対策事業についてでありますけども、この防犯カメラについて、これ

まで通学路に合計50台の防犯カメラを設置していただいておりますけれども、令和３年度、新たに20台通学路

等に設置をされております。それについては、現在は市内の通学路上には70台の防犯カメラを設置されている

という認識でいいのかどうか伺います。 

  続きまして、スクールガードに関してですけども、これ昨年も質問させていただきましたけども、さらに人

数が減っております。そういった意味では、昨年とともに、まだ増えて、現在不足してる地域が増えてるんで

はないかと懸念されますけれども、現状不足してる地域について伺います。また、この募集に関して、より広

く募集する必要があると思いますけれども、令和３年度の取組について伺いたいと思います。 

  続きまして、行政報告書456ページ、通学路等学校安全対策事業の通学路における合同点検の実施について、

毎年行っておりますけれども、対策必要箇所が30で、実施箇所は27か所、残りの３か所はどのようになってる

のかお伺いをしたいと思います。 

  続いて、行政報告書469ページ、教育センター運営事業のスクールカウンセラーについて、学校の年間相談

件数ですけれども、やはり令和２年に比べてかなり件数の変動が見受けられます。特に一小に関しては大幅減

っておりますけれども、四小、六小、九小、十小、児童の相談がかなり増えております。また、九小、十小の

教員の相談も大幅に増えております。また、一中の生徒の相談が55件から150件と、３倍近く増えております。

二中に関しては相談が増えておりますけれども、これに関してはどのように分析をされてるのかお伺いしたい

と思います。 

  続いて、行政報告書470ページ、スクールソーシャルワーカーの相談事業ですけれども、この相談事業に関

しては相談項目が、令和２年とか、６項目から９項目に増えております。相談件数も、208件から551件と相談

件数が大幅に増えております。内容を見ますと、小学校、中学校、不登校、虐待の相談が多く見受けられます

けれども、これかなり対応に苦労されたと感じますけれども、令和３年度の取組について伺います。 

  最後に、スクールソーシャルワーカーに必要な資格の要件についてお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書456ページ、通学路等学校安全対策事業についてでございますが、

通学路等に設置した防犯カメラは、平成27、28年度に50台、昨年度、令和３年度に20台を設置をしており、現

在70台の防犯カメラが稼働してございます。 
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  ２つ目、不足、スクールガードが不足してる地域についてでございますが、現在市内の小学校におきまして

は、スクールガードの方、または学童交通擁護員の方がいる状況にございます。ただこれ、こちら何人いれば

十分であるということはございませんので、引き続き募集等を行っていきたいと考えてございます。 

  スクールガードや学童交通擁護員の方の募集につきましては、令和３年度から、今までの教育委員会だより

に加え、市報やホームページに募集記事を掲載したところでございます。 

  ３点目、令和３年度の合同点検におきまして、対策が完了してない３か所についてでございますが、第六小

学校西側道路の横断歩道の移設が１か所、第九小学校の通学路で、横断歩道標識が薄くなっているところと、

横断歩道及びダイヤマーク並びの止まれの標示が薄くなっている、の２か所の合計３か所で、現在警察におい

て対応しているところでございます。 

  以上でございます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書469ページ、スクールカウンセラーの年間相談件数についてでござ

いますが、まず数の計上方法につきましては、相談室への来室回数ですとか、電話相談対応の回数を延べ人数

で数えております。全体的に、令和２年度と３年度を比較しまして、相談件数が増加していることにつきまし

ては、令和２年度はコロナ禍において全校休校期間があったこと、また直接来校しての相談等が平常時よりも

難しかったことに比べて、令和３年度は、年間を通して相談対応を実施できたこと、そして市としても子供た

ちの精神面でのケアについて、さらに注視することと伝えましたので、スクールカウンセラーも、相談教室で

の対応のほかに、校内を小まめに巡回して、児童・生徒の様子に丁寧に対応していることなどが挙げられます。 

  特に、第十小学校、第一中学校の大幅な増加につきましては、カウンセラーとの関係性が充実していること

に加え、思い悩むまではいかない状況でも相談をし、早期対応を多く行ったことや、面談を積極的に進めてい

たことなどが挙げられております。また、第一小学校につきましては、市のスクールカウンセラーが７月で辞

めたこと、第二中学校につきましては、令和２年度に不登校児童が多く、対応件数が多かったことに対して、

令和３年度は不登校が減りまして、その対応がなくなったことなどが挙げられます。 

  以上でございます。 

  失礼いたしました。続きまして、行政報告書470ページ、スクールソーシャルワーカーについてもお答えい

たします。 

  この相談事業における、小中学校とも相談件数が大幅に増えている要因についてでございますが、主なもの

として２点挙げられます。 

  １点目は、相談の内容及び件数の種別の項目を都への報告する項目に合わせて増やしたことにより増えたと

いうこと、２点目は、教育相談内容が多様化、複雑化していることにより、１件の案件に対して複数の要素が

複合的に関係していることなどが挙げられます。 

  相談件数に関して、特に不登校や虐待の案件が多いことについてでございますが、コロナ禍において、保護

者の仕事に関する状況が大きく変化したことにより、児童・生徒の精神面に大きく影響したり、保護者自身の

精神面の不安定さから、児童・生徒に対する接し方が変化したりしたことなどが要因の一つと考えられます。 

  また、スクールソーシャルワーカーに必要な資格要件につきましては、令和３年度において、社会福祉士、

教員免許、心理に関する資格のいずれかを所有していることとしております。 

  以上でございます。 

○委員（木戸岡秀彦君） 御答弁ありがとうございました。 
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  幾つか再質問させていただきたいと思うんですけども、この防犯カメラ70台が通学路ということでしたけど

も、通学路等とあります。行政報告書456ページですね、通学路等学校安全対策事業の防犯カメラですけども、

これ70台は通学路ということですけども、これ通学路等とありますけれども、通学路以外に設置してるところ

も何か所かあるのかお伺いをしたいと思います。 

  それと、スクールガードの募集に関してですけれども、毎年募集、（発言する者あり）ページ数、456ペー

ジ、通学路等学校安全対策スクールガードの件ですけれども、毎年、やはり募集をしてもなかなか募集の応募

がないということですけれども、やはりホームページを、やはりもう少し幅を広げてもいいんではないかと。

当然、予算がかかるもの、かからないものありますけど、中にはポスターを掲示するとか、やはり同じことを

していてもなかなか集まらないんじゃないかと思いますので、より広く募集をする必要があると思いますけど

も、その検討をしていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書456ページ、通学路等学校安全対策事業、防犯カメラの通学路等

の「等」でございますが、通学路上でない箇所につきまして３か所ございます。駅前等でございます。 

  同じく行政報告書456ページ、通学路等学校安全対策事業、スクールガードの募集につきましては、今議員

から御提案いただきましたポスター等について、スクールガードの募集については基本的には学校で行ってお

りますので、学校と調整をしながら、今後どういった方法があるのかということを調査研究してまいりたいと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） ここで５分間休憩いたします。 

午後 ２時    休憩 

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

午後 ２時 ５分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（佐竹康彦君） それでは、何点か確認させていただきます。 

  決算書252ページからと行政報告書464ページ、教職員研修事業費におきまして、各校において行われた研究

奨励事業の中にはＩＣＴの活用に関する研究が多く見られました。その成果の詳細と、それを市内に横展開を

どのように図られたのかについて伺います。 

  続きまして、決算書254ページからと行政報告書471ページからの情報教育推進事業費でございます。先ほど

別の委員の方からも御質疑ございましたけれども、ＧＩＧＡスクール事業の令和３年度における学習面での推

進の状況とその成果、またＩＣＴ支援員やＧＩＧＡスクールサポーターの配置による効果、これは大まかお伝

えいただきましたけども、さらにその詳細についてそれぞれどのようなものだったのか伺いたいと思います。 

  また、統合型校務支援ソフトや学納金管理システムの運用によります効率化の影響はどのようなものだった

のか伺います。 

  続きまして、決算書256ページからと行政報告書473ページ、学力・授業力向上推進事業の中におきますスク

ール・サポート・スタッフによります令和３年度における教員の事務負担の軽減の取組とその成果につきまし

て、どのようなものだったのか伺います。 

  続きまして、決算書256ページからと行政報告書474ページ、学校と地域の連携等推進事業費でございます。

令和３年度における事業の詳細とその成果を、どのように教育委員会として捉えておられるのか、また各学校
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運営協議会の活動内容の詳細とその成果はどのようなものなのか。また、今後の課題はどのようなものなのか

伺います。 

  続きまして、決算書278ページからと行政報告書525ページからになります。中央図書館事業費でございます。

コロナ禍がまだまだ続いておる中で展開されました令和３年度の図書館事業の内容の詳細と取組について伺い

たいと思います。貸出冊数、利用者数などの向上へ向けた取組をどのように行ってきたのか、またビブリオバ

トルの取組はどうだったのか、図書除菌機の事業効果などについても伺いたいと思います。 

  また、自習室の運用拡大につきまして、令和３年度の取組、どのようなものだったのか伺います。 

  続きまして、決算書286ページからと行政報告書564ページの学校給食センター運営費でございます。食品ロ

スの取組、学校給食センターにおきまして令和３年度はどのような取組がなされたのか、その詳細と、特に学

校給食の残渣の削減につきましてはどのような取組が行われたのか伺います。 

  以上です。 

○指導担当課長（菅野恭子君） まず、決算書252ページから、行政報告書464ページ、教職員研修事業費に関し

てですけれども、各学校で実施されましたＩＣＴ活用に関する研究でございますが、令和３年度は教育指導課

の事業施策の重点の一つとして、ＧＩＧＡスクール構想の推進のため、「いつでも、どの場面でも、誰でも、

１人１台端末を使う」というテーマを掲げて実践を進めました。成果としましては、市内全校において教職員

の情報活用能力の一定の向上が図られた、小学校第１学年から中学校第３学年に至るまで、１人１台端末をい

つでもどこでも活用する姿勢が身についたというような、小中学校ともに成果があったという報告がありまし

た。 

  また、各学校の取組を市内で共有しながら進めるに当たり、ＬＳＩプロジェクトチーム、これはＬｅｔ’

ｓ Ｓｔａｒｔ ＩＣＴの略なんですけれども、これを設置しまして、市内全校から教員を選抜し、オンライ

ンを活用した学習活動について研究をし、市内で共有するとともに、各学校の取組状況の情報共有及び課題に

対する改善策の検討、実践例の提案などを行いました。さらに、専門的な知見を得るために、社会情報大学院

大学の川山氏を年間を通した講師として指導、助言を得ながら、内容の充実を図りました。 

  続きまして、決算書254ページから、行政報告書471ページ、情報教育推進事業費についてですけれども、こ

れもＧＩＧＡスクール構想における学習面での進捗状況ということですけれども、成果については、今申し上

げましたように児童・生徒が端末を活用ができるということが成果として挙げられます。それで、ＩＣＴ支援

員や学習サポーターがいるということで、突然の不具合に対応できたり、効果的な活用方法を試したりするこ

とができたりすると、大変好評でありました。 

  統合型校務支援ソフトや学納金管理システムにつきましてですけれども、まず校務支援ソフトにおきまして

は、今まで手書きで対応していた日々の具体的な授業計画のデータ化、出席簿のデータ管理、校務分掌上のデ

ータですとか、児童・生徒の情報共有を校内全体でできること、そして学納金管理システムでは、今までの手

集金による回収のばらつきや返金等のやり取りがなく安全に管理できることなど、以前よりも安心かつ効率的

に校務を遂行することができるようになっております。 

  続きまして、決算書246ページから、行政報告書473ページ、スクール・サポート・スタッフの取組内容につ

きましては、各家庭へ配付する手紙などの印刷や配付、授業で使用するワークシートや教材づくり、校内掲示

物の対応、校内環境等の整備、各調査等の集計、コロナ禍で必要となったスイッチやドアノブ、蛇口の栓など、

様々な人が触れるものなどの定期的な消毒、行事等の受付、保護者誘導など、直接児童・生徒の指導に関わら
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ないけれども教職員の仕事として多くを占める内容について、各学校の状況に応じて実施しております。成果

としましては、スクール・サポート・スタッフの活用時間数の増加に合わせて教員の月ごとの総勤務時間数が

減少していることからも、教員の事務負担の軽減に大きく貢献していることが分かります。 

  続きまして、決算書256ページから、行政報告書474ページ、学校と地域の連携等推進事業につきましては、

まず初めに学校と家庭の連携推進事業の活動の詳細でございますけれども、学校ごとの児童・生徒の状況によ

り差はありますが、登下校の支援、個別相談対応、個別学習の見守り、家庭訪問などを行っております。成果

としましては、個別に支援が必要な児童・生徒が安心して学校生活を送ることができた、学びの保障ができた

と多くの報告が上がっております。課題としましては、学校ごとに安定した人材を確保するということが挙げ

られます。 

  次に、学校運営協議会の活動内容の詳細でございますが、活動内容につきましては、令和３年度はコロナ禍

にあり、保護者、地域等の関わりに制限が生じたこともあるため、学校ごとに差はありますけれども、取組が

できた学校につきましては、放課後の校庭遊びの見守り、校庭の芝生や花壇の整備、図書館の整備、トウキョ

ウサンショウウオの飼育放流活動、蛍の飼育活動などが挙げられます。今後の課題につきましては、令和５年

度から市内全校が該当し、地域と共にある学校、これを目指すために、保護者や地域の関係者等に当事者意識

を持って学校とともに子供たちを育てていく意識を啓発することなどが挙げられます。 

  以上でございます。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 決算書278ページから、行政報告書525ページ、中央図書館事業費でございます。 

  コロナ禍で展開された図書館事業といたしましては、まず開館状況でございますが、令和３年度は４月25日

から５月31日まで１か月ほど全館臨時休館をいたしましたけれども、この間予約資料の貸出し及び学校や学童

保育所への団体貸出しを実施いたしました。 

  次に、各種事業でありますが、まず各館のおはなし会につきましては、実施に当たり、図書館職員、ボラン

ティア、参加者とも入室前の検温、手指消毒を徹底いたしました。 

  次に、音訳者講習会につきましては、感染対策として募集定員を10名に絞らせていただき実施しました。 

  次に、ビブリオバトル及び講演会「親子で楽しむ“かがく絵本”」におきましては、図書館を会場とする対

面形式の開催とオンライン方式を併用して実施いたしました。「親子で楽しむ“かがく絵本”」につきまして

は、小さな子供がいるので会場に行くのは気が引けていたけれどもオンラインだったので参加できたというよ

うな御意見をいただいております。 

  次に、貸出冊数、利用者数などの向上へ向けた取組についてでありますが、ビブリオバトルにつきましては

先ほど申し上げたとおりでございます。 

  次に、図書消毒機につきましては、コロナ禍において安心して図書館資料を利用していただくことができる

ということで、利用が定着してきていると捉えております。 

  また、そのほかの取組といたしまして、１点目は、学童保育所への団体貸出し及び資料配送を開始したこと

によりまして、子供が本に親しむ機会を増やすことができました。２点目といたしましては、利用者の方にス

ムーズに資料提供ができるよう、図書館ホームページからの検索及び予約方法について図書館報で特集を組む、

またＣＤに収録されている個別の曲名の探し方について案内を掲出するなどのＰＲをしました結果、令和３年

度のリクエスト受付件数が前年度比27.7％増となりました。内訳といたしましては、ホームページからの予約

が37.1％増と最も増えております。 
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  次に、自習室の運用につきまして、令和３年度につきましては、利用対象者に大学生を新たに加えました。 

  以上でございます。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書564ページ、568ページ、学校給食についてでございますが、残菜

削減の取組として、食育授業や社会科見学、給食だより等での啓発、ニンジンを輪切りにして星形に型抜きし

たものを各クラスに１つ入れ、子供たちに楽しく食べてもらうラッキーにんじんのイベント、おいしくて栄養

価の高い地場産食材の活用として、ニンジンの皮ごとの使用などを継続しているところでございます。 

  また、令和３年度におきましては、給食の関心を高めてもらうために、さらに給食センター栄養士が作成し

た食育ビデオを令和３年の５月から市の公式ユーチューブへ掲載し、閲覧可能とするとともに、学校の先生に

よる食育授業に活用してるところでございます。また、食育授業の種類を新たに増やしまして、例えば給食の

意味を考えようという食育授業では、流れといたしまして、最初に給食の目的や目標、そして栄養士や調理員

のお仕事、必要な栄養価や量の摂取、そこから最終的に残菜を減らすことが大切なことであるとつなげまして、

さらにその後ＳＤＧｓについても考えるといったことを始めたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（佐竹康彦君） それぞれ詳しく御答弁いただきましてありがとうございます。 

  １点だけ要望なんですけれども、行政報告書525ページからの中央図書館事業費の中の自習室の運用拡大な

んですけれども、ここ最近でも何人かの方から、やはり自習室もっと使えるといいねというようなお声を頂戴

しておりますので、今後とも引き続き御努力いただきまして、多くの方に図書館で学習していただくというよ

うな体制つくっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書の454ページ、児童・生徒指導事業のところで、介助員を配置したという表

記のところなんですが、ここは毎年こういうような表記で、その実績、何人ぐらいの配慮が必要な児童がいて

介助員が何人ぐらいいたかというような、そういった実績を知りたいと思うのですが、それを載せていただく

ことはできないのかということと、令和３年度どんな実績だったかということをお伺いしたいと思います。 

  それから、行政報告書463ページ、教育指導管理事務事業の中の子ども支援員についてです。子ども支援員

の拡充のモデル事業として、第四小学校及び第三中学校に原則として毎日派遣を行ったということだったと思

います。このことをどう評価しているのかということと、今後ほかの学校でも拡充していくのか、どのような

検証をされたのかお尋ねします。 

  それから、行政報告書467ページ、国際理解教育推進事業の日本語指導時間数というところなんですが、全

体的に指導日数などが増えています。これは対象の児童・生徒が増えたのか、どのような状況だったのかとい

うのをお伺いしたいと思います。また、外国籍や外国にルーツがある子供たちの母国について学ぶ機会などは

あるのかお伺いします。 

  それから、行政報告書468ページから、教育センター運営事業の不登校対策について、こちらのほうは資料

を頂きました。ほかの委員も何名かこのことについて質疑をしておりますけれども、やはり不登校増えている

ということで非常に私も懸念しております。 

  まずは、要因によってどれくらい人数がいるかということで、心理的要因、情緒的要因、身体的要因、社会

的要因ということで、それぞれ、やはり一口に不登校といっても様々な要因もあるかと思います。ニーズに合

わせてサポートするというような御答弁も先ほどありましたけれども、私としては、医療や福祉につなぐ必要
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があるお子さんもいらっしゃるだろうし、様々そのニーズによって違う対応が必要だと思いますけども、その

あたり、令和３年度どのような対応をされたのかお伺いします。 

  そして、サポートルームもその対策の一つとして行っていただいておりますけれども、実績としても27人し

か通っていないということで、それ以外の児童・生徒に対してはどのような対応をして、課題となってること

はどのようなことなのかお伺いします。 

  それから、行政報告書564ページ以降の学校給食センター運営事業のところなんですが、566ページのところ

に１食当たりの平均栄養摂取量の表があります。これ、国基準に対して市の基準、平均ですか、市の平均カロ

リーが小学生も中学生も低くなっていますけれども、これについてどのような評価をしているのか。何か意図

的に低カロリーでヘルシーな給食にするというようなことだったのか、それとも何か食材が足りなかったりと

か、この理由が国基準に達しないまま１年間なったというのはどういうことなのかお伺いします。 

  それから、先ほどほかの委員から給食の残渣のことについてもありましたけども、残渣どのくらいあるのか

というのがもし数字で分かりましたらお伺いしたいと思います。そして、そのうちの牛乳について、どの程度

残渣が出ているかなども分かりましたら教えてください。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書454ページ、児童・生徒指導事業費、こちらの人数の件でござい

ますが、人数が少ないことから、掲載をすることで多くの人の目に触れ、個人の特定につながるおそれもある

ことから、今後検討してまいりたいと考えております。令和３年度の実績でございますが、対象のお子さんは

５人、介助員は13人でございます。 

  行政報告書566ページ、学校給食のカロリーについてでございますが、食事を作る際に、給食を作る際にカ

ロリーをなかなかぴったり合わせることは困難でございます。そういったことから、プラスマイナス10％とい

うのを目安に現在調理をしているところでございます。 

  行政報告書564ページ、学校給食センター運営事業についてでございますが、残菜につきましては、給食セ

ンター到着後にざるで水分を落とした状態で計測しておりますことから、牛乳分の残渣につきましては把握し

てございません。ただ、目視での感覚ではそれほど多くないと認識してございます。 

  以上でございます。 

○教育部参事（小野隆一君） 行政報告書463ページ、子ども支援員についてでございます。 

  本モデル事業により、これまで週１ないし２回の派遣から週５回の派遣になったことにより、これまで以上

に児童が安定して生活することができるなど、指導効果がございました。令和４年度につきましては、２校か

らさらに小学校６校に拡充しております。 

  以上でございます。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 失礼いたしました。答弁漏れがございます。 

  行政報告書564ページ、学校給食センター運営事業費、残菜の量でございますが、令和３年度につきまして

は６万8,741キロ、令和２年度につきましては学校が休業した期間もございましたので、４万6,274キロといっ

た状況でございます。 

  以上でございます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書467ページ、国際理解教育推進事業に関しましてでございますけれ

ども、日本語指導の現状ですが、年度によりまして転出入等の関係もありますので、年度によって増減があり

ますが、増加傾向にあります。 
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  また、母国について知る機会というお話がありましたけれども、国際理解教育の一つとしまして、社会科で

すとか総合的な学習、探求の時間を使って異文化理解に関する学習などを行う中で、該当する児童の母国につ

いて、紹介役になったり、調べて学ぶ国の対象となったりしております。 

  続きまして、行政報告書468ページ、不登校児童・生徒の発生状況につきましてでございますが、サポート

ルームのお話と関連するところはあるんですけれども、サポートルームに行ける人数で計上している以外で、

やはりこのように不登校として数が出てくる児童・生徒の数が増加傾向になっております。先ほどお話ありま

したが、幾つかの要因で分けてはありますけれども、主な要因として区分できる項目で数えておりますが、実

際は幾つも様々な要因が複合的に合わさっている場合も多くございます。これを受けまして、各学校では月３

日以上の欠席及び年間10日以上の欠席の児童・生徒の状況報告を市に上げるとともに、校内では校内特別支援

委員会や生活指導全体会等にて対応の検討や情報共有を行っております。市としましては、各学校にスクール

ソーシャルワーカーを派遣をし、状況に応じた校内支援体制の構築、先ほど医療ですとか福祉のお話もありま

したけれども、他機関への接続、そして家庭訪問などを行っております。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） ありがとうございました。 

  行政報告書468ページの今の不登校対策ですけれども、様々対応を考えていただいているところと思います

けれども、居場所といいますか行き先といいますか、学校には行っていないということで、サポートルームに

も行ってないということは自宅にいるのかなということなんですが、ほかにそういった、今は学校だけではな

くほかのところでも学びの場を保障していくという方向もあると思いますけども、そういったことについての

お考えをお伺いしたいと思います。 

  それから、行政報告書566ページの学校給食センター運営事業の中の栄養摂取量のところなんですが、先ほ

ど、プラマイ10％は許容の範囲だということで、それだといいのかなという感じもしますけれども、これまで

何か、今までは、見ていたら年間の月別にカロリーが出ていて、超えてるところも幾つかあったように感じま

すけども、今年度、令和３年度はどちらもかなり低カロリーに抑えられているなというのが印象なんですが、

そのことについては特に議論というか、何か話合いなどがあったのかどうかちょっとお伺いしたいと思います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書468ページ、不登校児童・生徒の発生状況に関しまして、サポート

ルームに行けていない不登校児童の学習についてのお話でございますけれども、現在１人１台端末、このパソ

コンが児童・生徒に配られております。ですので、サポートルームに行けなくて家にいる時間が長い児童・生

徒に対しましても、その端末を使って、学習ソフトが充実しておりますので、それを利用した学習がまず１つ。

そのほかにも、学校の状況を聞きますと、例えば放課後ですとか、不登校で家にいる児童・生徒が、この時間

だったら担任の先生と話せるっていうようなときにオンラインでいろいろ話をするですとか、サポートルーム

に頻繁に行ってるわけではないんだけれども、サポートルームの先生たちとその端末を使ってやり取りをする

ですとか、そういったこともしております。 

  また、スクールソーシャルワーカーが様々な児童・生徒の対応をする中で、その状況に応じた学びの場の情

報提供なども今進めているところです。 

  以上でございます。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書566ページ、学校給食センター運営事業費でございますが、給食

のカロリーにつきましては、例えば御飯を数グラム増やす、そういったことでカロリーはあっという間に上が
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ることでございます。ただ、栄養士といろいろ議論を重ねてる中では、それでは残菜が単純に増えてしまう、

なかなか白米だと食が進まないとかいろいろございますので、そういったことは常時検討を進めておりますの

で、引き続き子供たちが残さず食べてくれるおいしい給食、そういったものを検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） それでは、行政報告書473ページ、学力・授業力向上推進事業につきまして、令和３年

度の取組を聞きたいと思っております。 

  まず、少人数学習におけます英語、数学、算数の学力が具体的にどのようにこの少人数学習をすることによ

って反映されたか伺います。 

  続きまして、同じく473ページの学力格差解消推進校事業で、三中が取組をしておりますけれども、この取

組の内容についてお聞かせください。 

  同じく473ページの地域未来塾の取組─放課後等補習教室の令和３年度の取組について伺いたいと思います。 

  続きまして、475ページ、スタディ・アシスト事業というのもやっていただいておりますけれども、こちら

は学習支援教室ということでございますが、475ページ……、すみません、失礼いたしました。474ページです

ね、次のページですね。この東京都のモデル事業の具体的な内容についてお聞かせください。 

  以上です。 

○指導担当課長（菅野恭子君） それでは、まず行政報告書473ページ、学力・授業力向上推進に関する習熟の

程度に応じた少人数学習指導員の配置につきましてでございますが、この本取組がどのように成績に反映され

たかということにつきましては、令和４年度の全国学力・学習状況調査の結果を参考にすることができると考

えております。小中学校９年間の指導結果が現れる中学校の結果を参考にいたしますと、市内の５校中３校の

校内の平均正答率が全校の平均正答率を上回る結果となり、５校中２校の平均正答率が都の平均正答率を上回

る結果となっております。 

  また、東京都が実施している教科に対する意識調査の項目からは、小学校において少人数習熟度を実施して

いる算数では、分かる及び得意であると答えた割合が都の割合を超えているということ、あと中学校におきま

しては、英語において、理解などについて肯定的に捉えてる生徒が８割程度、そして国語と数学において、分

かる割合が都を上回る、さらに数学においては得意と答えた割合が都を上回ってるということなどから、指導

の効果が子供の実感としても現れているということが分かります。 

  続きまして、行政報告書473ページ、学力格差解消推進校事業の具体的な取組としましては、４点挙げられ

ます。 

  まず１点目は、生徒の学習情報等の分析、共有です。全国や都の学力調査の結果を分析し、重点課題を定め

て資料を作成し、生徒自身も自らの状況を把握できる資料を作成し、定着度の見える化を行ったということが

あります。 

  ２点目は、学びを深める家庭学習の指導、サポート体制の構築です。時間講師等のボランティアによる放課

後に学習を個別で指導できる体制の整備として、アセスメントを基に個に応じた問題集の作成、個別指導など

を行っております。 

  ３点目は、学習相談等の実施です。放課後に個別で指導に当たる生徒について、加配教員や各指導場面で生

徒と関わった教員が生徒の情報を共有し、生徒のニーズの分析、そして対象生徒の状況に合った学習環境が可
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能な進学先の情報の共有や提供、そして対象生徒との丁寧な相談対応などを行っております。 

  ４点目は、複数体制による教科の指導です。第１学年の数学の授業に加配教員と市のティームティーチャー

が各クラスの授業に加わり３人体制で進め、各生徒の理解度を丁寧に把握するとともに、必要に応じて取り出

して指導するなど個に応じた指導を行い、学力の格差の解消と基礎・基本の定着を図っております。 

  成果としましては、学力向上に向けた校内体制が充実したことですとか、令和３年度児童・生徒の学力向上

を図るための調査の結果のうち、各教科の授業の内容に対する理解、各教科の学習を得意と感じる意識につい

ては、どの教科でも60％から80％の生徒が、よく分かる、分かると答えているようなこと、そして平成29年度

からの全国学力・学習状況調査の平均正答率の推移を見てみましても、全国の平均と差が縮まっているという

ことから、本事業の効果が成果として現れてきていると考えられます。 

  続きまして、地域未来塾の事業の詳細と特に力を入れた科目、その成果ということですけれども、地域未来

塾、別名放課後等補習教室でございますが、学習習慣が十分に身についていない児童・生徒等を対象に、大学

生や教員ＯＢ、地域住民等の協力により、放課後等を利用して実施をし、学習習慣の確立、基礎学力の定着を

図ったものでございます。特に力を入れた教科につきましては、学校ごとの状況もありますけれども、小学校

では算数と英語、中学校では国語と数学、英語、理科、社会の中で、児童・生徒の実態に応じた教科で実施を

しております。 

  成果としましては、児童・生徒が分かる喜び、問題を解く楽しさを感じ、基礎・基本の定着につながった、

あとは個別指導を行った教科の学力テストについて、テストの点数など、目に見えるものとして向上した。そ

して、不登校傾向であった生徒が地域未来塾をきっかけに登校できるようになったなどが挙げられております。 

  そして、行政報告書474ページ、学力・授業力向上推進事業スタディ・アシストについてでございますけれ

ども、東京都のモデル事業として令和２年度、３年度の指定を受け、中学校３年生を対象に、進学を目的とし

た発展的な学習支援として実施をいたしました。学習指導員１名に対し１クラス10名程度の少人数グループ指

導、そして各学校２クラスとしまして、市内全校10クラス以内としたことから、対象生徒につきましては、学

習塾に通っていない生徒が優先的に参加できるように募集を行いました。最終参加人数につきましては49名と

なっております。成績の推移につきましては、生徒により差はございますけれども、大きく伸びた生徒の例で

は、初回の点数から最終日の点数が約２倍弱伸びております。受験の結果につきましては、49名のうち44名が

第１志望校へ合格しております。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） 取組のすばらしさを確認させていただきましたが、そこでもう一度確認なんですけれど

も、行政報告書473ページの、まずこの学力格差解消校に三中が選ばれた理由ですね、手を挙げたのか、また

東京都から白羽の矢が立ったのか、その辺は、なぜ全校展開でなくって三中なのかっていうことでございます。 

  もう一つは、次の未来塾につきましては、ここの対象の児童・生徒をどのような形で、自分でやりたい子が

全部できるのか、また底上げが必要な子を先生が選ぶのか、この辺の対象児童・生徒をどのように選んでいる

のかということでございます。 

  続きまして、次のページの行政報告書474ページのスタディ・アシストについては塾に通っていない子を優

先にということだったんですけれども、この辺も非常に、何て言うんでしょうか、非常にこの現代の中で難し

い線引きだなと思うんですけども、この辺はスムーズに児童・生徒また保護者の皆様に御理解をいただいてこ

の対象者を決めることができたのか、この点について確認させてください。 
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○教育部参事（小野隆一君） 行政報告書473ページ、学力格差解消推進校事業、第三中学校はなぜ指定された

かというところでございますが、こちらのほう、都の学力調査、全国の学力調査等で平均よりもある一定の水

準を下回ってる学校について東京都のほうから御指定をいただいてるものでございます。 

  私のほうから、行政報告書474ページ、スタディ・アシスト事業のほうでございますが、こちらのほうの生

徒の選定のほうが、成績がオール３を超えてるといったところで、受験に特化した内容というところでちょっ

と縛りがあるといったところ、あとは塾に行ってないといったところで、なかなか学校のほうも、皆さん塾に

通ってる子が今多い状態でなかなか、100名枠があったんですけど50名満たなかった、そんな現状がございま

す。 

  以上でございます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書473ページ、地域未来塾につきましては、学校ごとの差はある、学

校ごとに多少、全部統一してってわけではないですけれども、やはりこの本事業の目的に沿って希望する児

童・生徒を受け入れて実施をするという学校もあれば、令和３年度につきましては、この行政報告書にありま

すとおり、やはり新型コロナウイルス感染症によって実施を見合わせたですとか、いつもだったら希望者をあ

る程度受け入れるんだけれども、昨年についてはその中でも特に学力、毎回のテスト等で重点的に見てあげた

い子についてちょっと精選をして実施をしたという経緯がございます。 

  以上でございます。 

○委員（和地仁美君） １点だけ伺います。 

  決算書251ページ、行政報告書457ページ、修学旅行等事業についてです。いただきました説明の中では、一

部の小中学校は中止になったとのことでした。中止の詳細についてと、中止した学校では代替事業を実施した

のか、また、した場合この補助は支給されたのかについて教えてください。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 決算書251ページ、修学旅行事業でございますが、新型コロナウイルス感染

症拡大の状況から、各学校におきまして日程変更等で対応したものの、変更後の日程でも行けなかった学校が

ございました。本事業の実施については、宿泊を伴う行事の宿泊費の助成、またその際の介助員等の配置費用

のため、学校において単日で行うイベントは対象となっていないため、単日で行うイベントに振り替えても支

出はしてございません。 

  なお、支出がなかった学校でございますが、移動教室におきましては、第一小学校５年、第四小学校５年、

第一中学校１年、第一中学校２年、第二中学校１年、第四中学校１年、第四中学校２年、第五中学校１年、修

学旅行におきましては、第九小学校６年、第十小学校６年、第一中学校３年、第二中学校３年、第三中学校３

年、第四中学校３年、第五中学校２年、第五中学校３年でございます。 

  以上でございます。 

○委員（和地仁美君） 令和２年度は、市内全ての学校のこのような事業が全部実施されてなかったことは確認

してます。令和３年度については、今答弁の中であった、学校がいわゆる宿泊を伴わない修学旅行というか、

そういったものを実施しなかった。ただし代替の事業は行ったというふうに理解してますが、こちらの事業に

ついては当初予算で1,895万6,000円計上されてます。今回の決算を見ますと約540万円ですので、単純計算を

すると、ほかの費用もありますけれども、1,300万円が子供たちの体験をすることに充てられなかったという

ふうに理解してます。 

  この事業については、こちらは修学旅行事業ってなってますが、正しくは宿泊施設使用料負担軽減事業とい
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うふうになっておりますので、宿泊を伴わない場合は歳出できないということは理解しています。ただし、こ

のコロナ禍において様々児童・生徒の体験する機会が奪われてる中、代替の事業をした場合、宿泊を伴わなく

ても支出をしてあげるべきではないかと。 

  学習指導要領の中で定められている修学旅行の教育的意義に合致する活動であれば、生徒・児童はこの予算

を使う権利とまでは言いませんけれども、使ってほしいというふうに思ってますが、一方で令和３年の４月１

日には文科省の初等中等教育局児童生徒課、教育課程課から、太字で、新年度を迎え、改めて修学旅行等の実

施に向けた配慮をお願いしますという事務連絡が来てますので、校長先生においてはちょっとちゅうちょした

ということもあったかもしれないので、東大和市の教育委員会として、全校に代替事業でもこの費用を活用し

てほしいというような通達をしていただけたほうがよかったんじゃないかというふうに私は思います。 

  特に、小学６年生は79.94％の児童がこの助成を受けてます。逆に言うと20％だけが受けてないという事実

になりますので、そのような代替事業へのこの予算を充当できるような検討を教育委員会として、市全体とし

て検討されたかだけ、最後伺いたいと思います。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 決算書251ページ、修学旅行事業費でございますが、こちらにつきましては

委員から今お話がございましたとおり宿泊に使用するものとして支出しておりまして、ふだんの宿泊の際の、

例えば入園料、入館料、その他の費用につきましては保護者様の負担としていること、このたび代替として日

帰りの行事を行っておりますので、日帰りの行事の部分、入園料、入館料等でございますので、特に宿泊費の

事業費を充てるという考えはございませんでした。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） 行政報告書462ページの教育指導管理事務事業におけるいじめ対策についてお尋ねをい

たします。 

  これまでも、いじめの実態調査に関するアンケート、またチームでの対応等、御説明をいただいております

が、令和３年度の学校教育におけるいじめの実態はどのようなものであったのか、またどのような対策が講じ

られてきたのか。また、いじめ防止対策推進条例の制定も東大和市でも取り組んでいただきまして、対策が講

じられてると承知をしております。条例に基づく対策の状況について確認させていただきたいと思います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書462ページ、教育指導課事務事業におけるいじめ対策に関しまして、

初めに令和３年度のいじめの実態でありますが、令和３年度の問題行動調査等により、いじめの認知件数とし

て、小学校が55件、中学校が12件でありました。 

  次に、条例に基づいた対策につきましては、年度当初より、校長及び副校長会、そして生活指導主任会など

で、基本方針の内容ですとか、重大事態対応のガイドラインの内容、これを周知しまして、各学校において、

職員会議、そしてそのほかにも生活指導全体会などを活用し、教職員全体で認識を深め、児童・生徒の小さな

変化に気づき、早期対応ができるように取り組んでいるところです。教育委員会では、全児童・生徒、そして

保護者を対象に年間で３回いじめアンケートを実施し、状況を把握するとともに、重大事態案件については、

ガイドラインを基に学校と連携を図りながら対応をしております。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） ありがとうございます。 

  重大事態に対する対処の今御説明もありましたが、なかなか内容等はあれだったと思うんですが、何件かは

そういう事態もありながら、教育委員会と学校現場でしっかりと対応していただいてるということでよろしい
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のか、もう一度その点だけ伺いたいと思います。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 重大事態に対しまして教育委員会の対応でございますが、学校としっかり連携

を取り、教育相談体制、この強化を、現在も強化しておりますけれども、丁寧に対応を進めているところです。 

  以上でございます。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、３点質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の455ページ、児童・生徒災害給付事業についてでございますけども、小学校での給付件数が令

和２年度180名から令和３年度が278名と大きく増加しておりますけども、その要因についてどのように捉えて

るのか伺います。 

  次に、行政報告書461ページ、教育指導管理事務事業の小・中学校移動教室、修学旅行実施状況についてで

ございますけども、今、他の委員のほうから代替の事業が行われたということは確認させていただきましたけ

ども、児童・生徒や保護者の反応について、どのようなものだったのかお伺いをいたします。 

  次に、行政報告書536ページ、郷土博物館事業の企画展示やプラネタリウムの投影内容など、御苦労を大変

いただいておりますけども、年々入館者数が着実に増えておりますけども、令和３年度の成果についてお伺い

いたします。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 行政報告書455ページ、児童・生徒災害給付事業の小学生の増加した理由で

ございますが、件数のカウント方法等については変更はございません。分析等は行っておりませんが、統計で

は昼休みの時間帯のけがが多くなっている傾向にございます。 

  以上でございます。 

○指導担当課長（菅野恭子君） 行政報告書461ページ、小・中学校移動教室、修学旅行実施状況でございます

が、先ほどの答弁と重なりますので、今委員からお話がありましたように、児童・生徒及び保護者の反応につ

きましてでございますけれども、代替をしたところですとか、大変好評で、子供たちが生き生きと楽しめた様

子から多くの感謝が寄せられております。また、中止となった学校も含めて、子供たち及び保護者は状況を理

解してくれてると聞いております。 

  こういった状況を受け、学校としましては、代替行事以外の日々の教育活動、これらも十分工夫をして対応

をしているところです。 

  以上でございます。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 行政報告書536ページ、郷土博物館管理事業についてであります。 

  入館者数の増加につきましては、令和３年度の臨時休館の日数が令和２年度と比べて短かったことが大きな

要因と考えられるところでありますけども、手指の消毒であったりマスクの着用といった協力のお願いはもと

より、プラネタリウムの投影後の換気、それから座席の消毒の実施など、基本的感染防止対策を徹底した館の

運営も、多くの方にお越しいただいた要因であるというふうに認識をしているところであります。 

  また、プラネタリウムにつきましては、現在、座席数を２分の１に減じて投影を行っておりますことから、

例えば学習投影等におきましては児童の皆様を２グループに分けて案内することや、また一般投影で座席数が

２分の１に達した場合には臨時の回を設けて投影を行うことなど、臨機応変に創意工夫を凝らしながら館の運

営に努めてきたところであります。 

  引き続き、来館される皆様に御満足いただけるよう、魅力ある館の運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 
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  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 教育費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、教育費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第11款公債費の質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 公債費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、公債費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第12款諸支出金の質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 諸支出金の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、諸支出金の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 引き続き、第13款予備費の質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 予備費の質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、予備費の質疑を終了いたします。 

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

○委員長（森田真一君） 以上で一般会計歳入歳出決算の質疑は全て終了いたしました。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決をいたします。 

  この採決は起立により行います。 

  第39号議案 令和３年度東大和市一般会計歳入歳出決算の認定について、本案を認定と決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（森田真一君） 起立多数。 

  よって、本案を認定と決します。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時５７分 休憩 

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

午後 ３時 ６分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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○委員長（森田真一君） 第40号議案 令和３年度東大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、本案を議題に供します。 

  本来はここで内容説明を求めるところでありますが、今回は事前に文書で配付しておりますので、説明を省

略し、直ちに質疑に入ります。 

  それでは、歳入歳出一括して質疑を行います。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、１点質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の602、603ページ、保健衛生諸事業についてでございますけども、このレセプトデータを活用し

た医療費分析を行い、その結果から様々な事業を行っていただいておりますが、令和３年度の取組の成果と保

健衛生諸事業を実施することによる国保財政への影響について伺います。 

  次に、糖尿病等重症化予防プログラムの対象となった方で、令和３年度新たに透析に移行した人数について

伺います。また、効果額はどのようなものか伺います。 

  次に、ジェネリック医薬品の利用促進の取組の状況とその効果額はどのようなものなのか、お伺いをいたし

ます。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 行政報告書602から603ページ、レセプトデータを活用いたしました保健事業関

連につきまして幾つか御質疑をいただきました。 

  初めに、令和３年度におけます取組の成果といたしまして、糖尿病等重症化予防プログラムにつきましては

12名の方がプログラムを修了しております。前年の令和２年度は事業の利用控えがございまして、プログラム

修了者が４名でしたが、大幅な利用者の増となっております。 

  先に、関連する透析移行者の有無及び効果について申し上げますと、プログラムを修了された方で、引き続

きフォローを行っている方の中から令和３年度に新たに人工透析に移行された方はおりません。人工透析に移

行いたしますと、週に数回の通院が必要となります。医療費につきましても、一般的に１人当たり500万円以

上すると言われておりますことから、本事業によって利用者の生活の質を保ち、医療費の適正化にも寄与でき

ており、様々な面で高い効果を得ているというふうに考えてございます。 

  続きまして、レセプトデータを活用した保健事業関連の令和３年度の取組の成果に戻ります。 

  受診勧奨事業につきましては、健診異常値放置者が199件、このうち17名の方の医療受診が確認できました。

生活習慣病治療中断者につきましては49件、このうち５名の方の医療受診を確認しております。保健師等によ

ります健康相談事業についてでありますが、20名の方に対しまして医療機関へのかかり方等の相談指導を行い、

このうち15名に受診行動の改善が見られました。 

  低栄養防止等フレイル対策事業につきましては、86名の対象者に通知を送付いたしまして、このうち16名の

方が受診を開始しております。また、４名の方が栄養指導を受けております。低栄養の疾病につきましては、

約７割の方が骨粗鬆症の診療の方のため、このことからも本事業が将来的なフレイル対策につながっているも

のと考えてございます。 

  慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）啓発事業につきましては、326名の対象者に通知を送付いたしまして、２名

の方がこのＣＯＰＤ関連の受診につながりました。それ以外にも３名の方が、受診理由の疾病から禁煙治療に

近い治療を受けているものと見込んでございます。 

  続きまして、ジェネリック医薬品利用差額通知についてでありますが、令和３年度は3,184件の通知を送付

いたしまして、医療費全体のうち年間累計で約１億1,000万円、これを保険者負担にならしますと、保険者負
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担を７割と換算した場合、国民健康保険事業会計としての効果額は約7,700万と捉えてございます。切替え率

は数量ベースで82.5％と、こちらも市内３師会の御理解、御協力の下、高い推移を示してございます。引き続

き、医療費の適正化に高い効果があるものというふうに考えてございます。 

  最後に、これら保健事業等によります国民健康保険財政への影響についてでありますが、保健事業を御利用

いただくことで市民の皆様の健康保持に資するものとなります。また、御利用いただくことで将来的な医療費

の適正化につながることにもなります。事業によりましては交付金が得られるため、保険税率の急増抑制にも

寄与し得るものでありますことから、市民の皆様の生活の質の面、また国民健康保険の財政面の両面によい影

響をもたらしてるものと考えており、引き続き各種保健事業を積極的に進めてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 決算書306ページの国保税ですけども、所得階層別国保世帯数の資料を頂きました。こ

れ過去にも経年で取ってますけれども、遡ってみると、所得ゼロ世帯は、2014年度─平成26年度は35.4％で

したが、令和３年度─2021年度は42.5％に、所得150万円以下世帯は71％から77％となっています。低所得

世帯がどんどん増えてるという状況です。 

  低所得世帯が多いのに保険税負担が重いという国保の構造的課題を解決するために、国保制度改革が進めら

れているはずですが、国保加入世帯の低所得化が一層進んでいる下で、毎年１億円を値上げするというのは、

構造的課題を一層深刻にするのではないのか伺います。 

  それから、同じ306ページ国保税で、資料でコロナ減免の資料を頂きました。コロナ減免適用世帯ですね。

令和２年度より半分以下になっている理由を伺います。当市の場合は、令和３年度も令和２年度と同様に、平

成31年度より所得が下回っていれば対象となったはずなので、同額程度になるのではないかと思っていたんで

すけども、半分以下になってる、この理由ですね、伺います。 

  それから、306ページの国保税で、これも短期被保険者証交付の資料を頂きました。普通の保険証は郵送で

送付しているが、滞納があると短期被保険者証を窓口に留め置いています。長期にわたって窓口に留め置くべ

きでないという厚労省の見解に反した対応を取り続けているのはどうしてなのか、その理由と令和３年度中の

検討について伺います。 

  同じく306ページの国保税で、令和３年度、9,400万円余りの値上げで9,000万円近い増収を図っても、コロ

ナの影響やコロナ減免、税制改正等によって１億7,000万円くらいのマイナス要因が働くとして、予算では前

年度比5.7％の17億円を計上していました。決算では１億4,000万円ほど予算を上回り、3,200万円ほど前年を

上回りました。理由を伺います。 

  313ページの都補助金の保険給付費等交付金（特別交付金）、保険者努力支援交付金、コロナ減免に対する

交付金などの内訳と額を伺います。コロナ減免に対する交付金は、900万円の国の補助金と合わせて、市のコ

ロナ減免の財源となるのか伺います。 

  316ページの基金繰入金ですけれども、１億3,000万円がコロナによる保険税減収補塡、2,600万円がコロナ

減免の財源、1,138万円が税制改正による保険税減収補塡とされていましたが、それぞれ概算で幾らずつ充て

られたのか伺います。 

  338ページの基金費ですけれども、令和３年度末基金残高は３億6,609万4,318円となります。さらに、342ペ

ージ、今期決算で３億8,652万47円の黒字を出しました。このうち、さらに基金に９月補正で３億5,000万円積

み増されて、取崩し予定額を差し引いても、令和４年度末残高見込みは４億7,000万円となります。国保税値
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上げは全く不要だったのではないかと思いますが、伺います。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 決算書306ページ、国民健康保険税につきまして幾つか御質疑をいただきまし

た。 

  初めに、保険税率の改定についてでありますが、国民健康保険の制度改革の目的の一つといたしまして、赤

字補塡繰入れを解消し、給付と負担を均衡にすることを国は求めております。国民健康保険は、所得が低い方

への対策といたしまして、一定の所得基準以下の世帯に対します７割、５割、２割の均等割の軽減を行う制度

がございます。また、コロナ禍の影響によります保険税の減免施策、多子世帯への市独自の均等割軽減施策も

実施しております。 

  保険税につきましては、こうした保険税の負担軽減に係る一定の配慮を踏まえまして、現行制度において給

付と負担の均衡が図られた適切な保険税課税を行うべきものと考えてございます。 

  続きまして、同じく決算書306ページ、新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険税減免施策についてで

ありますが、当市では26市の中で唯一と言える独自の拡充策を行いまして、門戸を広げて令和３年度のコロナ

減免施策を実施いたしました。周知につきましても、保険税額の決定通知に案内を同封し、全戸配付の広報紙、

国保だよりや市報、市のホームページへの掲載等、令和２年度と同様の規模感で行っておりました。こうした

取組の上で件数の減少が生じておりますので、結果として減免の条件に該当される方が減少したものと推察し

ております。 

  続きまして、同じく306ページ、短期証についてでありますが、市といたしましては短期被保険者証の交付

の趣旨にのっとりまして、滞納されている世帯との接触の機会を設け、その世帯の状況を聞き取り、把握する

必要があるものと考えてございます。その上で、納税に係る相談を行う、また必要であれば他の制度等を御案

内する等の対応が取れるものと考えてございます。 

  短期証の交付につきましては、未納分の国民健康保険税の納付を条件としているわけではなく、また現状で

はコロナ対策といたしまして、接触の機会を減じるため電話による相談によっても交付してございます。令和

２年度からは、分納誓約等によって、滞納の解消が見込まれる世帯には正規証を交付するよう運用を見直して

おりまして、令和３年度もこの運用にのっとり、接触の機会の確保に努めているところでございます。 

  続きまして、同じく306ページ、収入済額についてでありますが、この収入済額の増額要因といたしまして

は、主に収納率の向上及び課税所得の減少が保険税収に与える影響について、見込みよりも少なかったためと

いうふうに考えてございます。 

  続きまして、決算書313ページ、都の特別交付金の内訳についてでありますが、保険者努力支援制度の交付

金及びこれに関連する特別交付金といたしまして約5,090万円、保険税収納率の向上や国民健康保険の各種の

事業等によって得られる交付金分といたしまして約7,800万円、そのほか様々な保険税負担軽減制度等に係る

交付金といたしまして約1,910万円でございます。このうち約600万円がコロナ減免に対する財政支援分で、国

庫補助金の900万円と合わせて令和３年度分のコロナ減免の財源として概算で交付されてるものでございます。 

  続きまして、決算書316ページ、基金繰入金についてでありますが、１億3,000万円のコロナ禍の影響による

保険税減収補塡や、1,138万円の税制改正によります保険税減収補塡につきましては、これらを組み込んで当

初予算を編成しておりますことから、全額充てております。コロナ減免の財源につきましては、令和３年度中

に国から10分の10の財政支援が得られることとなりましたので、いわゆる市独自のコロナ減免分となります約

643万円が基金繰入金にて充てた分となります。 
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  最後、決算書338ページの基金費に関連してでありますが、国民健康保険は制度の安定的な運営のため、財

政を健全化するとともに、給付と負担の均衡を図ることを国から求められており、国保財政健全化計画にのっ

とった必要な保険税率の見直しであったと考えてございます。令和３年度はコロナ禍の影響によります保険税

収の大幅な減少を見込み、基金を活用した上で国民健康保険税率の急増抑制を図りました。基金残高につきま

しては、今後も国民健康保険事業の安定的運営に活用してまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 306ページの国民健康保険税ですけれども、御答弁いただきましたが、低所得世帯が多

いのに保険税負担が重いという国保の構造的課題解決するっていう点での、ここについて御答弁なかったので、

ここについて課題、どう考えてるのか伺います。 

  それから、338ページ、基金費のところですけれども、結果的にいろいろ言っても基金がどんどん積み上が

って４億7,000万円になってるという事実は動かし難いと思います。この点からいって、国保税値上げが必要

なかったというふうに考えています。これは意見です。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 決算書306ページ、国民健康保険税についてであります。 

  国民健康保険の制度改革では、給与や賞与の水準の高い被用者保険に後期高齢者支援金算定における全面総

報酬割の仕組みが導入されたことによりまして拠出金負担が増え、このことによって活用できるようになった

国費による財政支援を受けております。こうした他の公的医療保険の保険者からの支援を受けていることから

も、現行制度において赤字補塡に頼らない給付と負担の均衡した健全な財政運営が本来求められるべきと考え

てございまして、その上で国保財政健全化を進めてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（和地仁美君） １点、決算書313ページ、今も質疑で取り上げられておりました保険給付費等交付金

（特別交付金）ですけれども、こちら対前年2,000万円以上増となってるのはすばらしい結果だなというふう

に思ってます。 

  平成30年度から設けられてる保険者努力支援制度は、毎年評価される項目も変わっていて、得点づけも変わ

っている中で、東大和市の取組は高く評価をされて今まで来てると思いますが、令和３年度の評価された取組

と、26市中、以前全協でも何位だったっていうこともお知らせいただいてますので、令和３年度は26市中何位

だったのか教えてください。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 決算書313ページ、特別交付金の増額についてでありますが、この増額分には

保険者努力支援制度の交付金や保険税収納率の向上によって得られた交付金の効果によるところが大きいもの

と捉えてございます。 

  保険者努力支援制度につきましては、糖尿病等重症化予防やジェネリック医薬品差額通知等のレセプトデー

タを活用した事業及び赤字補塡繰入れの解消の取組等が高く加点されてございます。得点総合計につきまして

は26市の中で１位となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決いたします。 
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  この採決は起立により行います。 

  第40号議案 令和３年度東大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を認定と決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（森田真一君） 起立多数。 

  よって、本案を認定と決します。 

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

○委員長（森田真一君） 第41号議案 令和３年度東大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、本案を議題に供します。 

  本来はここで内容の説明を求めるところでありますが、今回は事前に文書で配付しておりますので、説明を

省略し、直ちに質疑に入ります。 

  それでは、歳入歳出一括して質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決を行います。 

  第41号議案 令和３年度東大和市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を認定と決

することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、よって本案を認定と決します。 

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

○委員長（森田真一君） 第42号議案 令和３年度東大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

本案を議題に供します。 

  本来はここで内容の説明を求めるところでありますが、今回は事前に文書で配付しておりますので、説明を

省略し、直ちに質疑に入ります。 

  それでは、歳入歳出一括して質疑を行います。 

○委員（上林真佐恵君） では、質疑を行います。 

  まず、決算書378ページ、介護保険料のところで資料を頂きました。26市の独自減免の実施状況の資料です。

コロナを理由とする減免は除いてるということで、当市では３人の実績があったということですが、ちょっと

少ないのではないかなというふうに思いました。この制度の周知はどのように行っているのか、また納付に困

ってる方への相談はどのように行ったのか伺います。また、この当市の減免制度の課題は何か伺います。 

  続きまして、決算書378ページ、介護保険料のところで資料を頂いてます。介護保険料滞納によるペナルテ

ィー対象者の資料、ありがとうございます。令和２年度では適用人数は７人、うち３割負担で利用してる方は

２人でしたけれども、令和３年度は適用人数８人、うち３割負担で利用してる方が１人というふうになってい

ます。滞納になった方々の多くは、年金から保険料が天引きされない低所得の方の可能性があると思うんです

が、市の認識を伺います。また、ペナルティーの対象となった８人の方々の状況も伺いたいと思います。あわ
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せて、３割負担でもサービスを利用せざるを得ないこの１人の方はどのようなサービスを受けているのか伺い

ます。 

  次に、決算書408ページ、保険給付費のところでも資料を頂きました。ありがとうございます。 

  ２割負担と３割負担の方々の利用者の資料ですけれども、この平成30年度から３割負担というのが導入され

てますけれども、２割負担の方、３割負担の方の利用者の所得について、単身者の場合と２人以上世帯の場合

でそれぞれ幾らになるのか伺います。 

  次に、決算書408ページ、施設介護サービス給付費のところで、こちらも特養ホーム入所者数及び待機者数

の資料を頂きました。ありがとうございます。 

  ７施設の入所者307人のうち、東大和市民が何人になるのか伺います。それとの関係で、７施設の待機者134

人が市内の待機者の全部なのか、それとも何％ぐらいとなってると考えてるのか伺います。 

  最後、行政報告書646ページの介護給付費等準備基金積立金のところですけれども、令和３年度末の基金残

高は、令和２年度末から約２億4,699万円増えて10億342万円となっています。これまでも会派として何度か指

摘をしてますけれども、第５期、６期、７期と９年間にわたっていずれも予算額に比べて決算額が大きく下回

るという状況が続いていて、今こうして基金も10億円を超えるという状況を見ますと、改めて第８期の介護保

険料の値上げは不要だったのではないかというふうに思うわけですけれども、市はこの基金との状況も併せて

どのように認識をされてるのか伺います。 

○介護保険課長（里見拓美君） 決算書378ページ、市独自の減免制度の周知についてでございますが、介護保

険料決定通知書に減免に関するチラシを同封しております。その他、市報及びホームページにおきましても周

知をしております。また、納付に関する相談に対しましては、詳しい状況をお伺いした上で、減免の適用の有

無や、また納付方法の相談にも応じております。 

  なお、当市の減免制度の課題についてでございますが、制度について必要な方に理解していただくことが課

題と考えますことから、今後におきましても制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、決算書378ページ、介護保険料の滞納による保険給付の制限についてでありますが、給付制限

を受けている８人の方は、全て普通徴収のときの滞納によるものでございました。また、そのうち３人の方は

非課税世帯でした。また、３割負担でサービスを利用されている方は訪問介護サービスを利用されております。 

  市としましては、まず給付制限に至る前に、給付制限により将来御本人の負担が増えることをお伝えすると

ともに、納付相談を受けまして、納期の延長や分割納付に応じております。今後も、給付制限が適用されない

よう丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、決算書408ページ、介護保険給付の２割、３割の負担の方の所得要件についてでございますが、

まず３割負担となるのは、御本人の合計所得が220万以上で同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合

計所得金額の合計が、単身世帯では340万以上、２人以上の世帯の場合は463万円以上となります。そして、２

割負担となる場合は、御本人の合計所得金額が160万以上で同一世帯の65歳以上の年金の収入とその他の合計

所得金額の合計が、単身世帯では280万円以上、２人以上の世帯では346万円以上となります。 

  続きまして、決算書408ページ、施設介護サービス給付費、特養ホームの入所者についてでございますが、

７施設の入所者307人は全て東大和市民の数となります。また、７施設における待機者134人についてでござい

ますが、この人数は７施設に入所希望されている東大和市民の数であります。このことから、待機者の数は、

この７施設以外の待機者の数につきましてはこちらでは把握しておりません。 
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  続きまして、行政報告書646ページ、介護給付費準備基金積立金についてでありますが、基金は介護保険事

業計画の策定におきまして介護保険料の増額を抑制できる貴重な財源でありますことから、今後の計画策定に

おきましても、介護保険運営協議会等における御意見を伺いながら有効活用させていただきたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございました。 

  それでは、再質疑なんですけれども、決算書378ページの介護保険料のところで頂いたこの26市の独自減免

の実施状況の資料のところですけれども、周知については納付書と一緒にってことなので、周知はしていただ

いてるんだなというふうに思うと、ちょっと条件が、なかなかこれに当てはまる方が少ないんじゃないのかな

というふうにも思います。他市のを見てもどこも、そんなにどこの市もこれを受けてる方がいっぱいいるって

いうわけではないとは思うんですが、やっぱりこの周知だけでなく、この条件、もっと広い方を対象とできる

ようにするようなことが必要ではないかと思うんですが、その点についての見解を伺います。 

  次に、決算書408ページの保険給付費のところで頂いた２割負担となってる方と３割負担になってる方の利

用者のところの資料ですけれども、今所得っていうふうに伺いましたけれども、その所得、２割になる方、３

割になる方の所得が物すごく高いというわけではないと私は思いますし、こういう、こうした方々が介護、実

際の介護サービスを受けるときに利用抑制なんかが起こっているのではないかとちょっと懸念するわけですけ

れども、その点、市のほうでどのような御認識なのか伺います。 

  それから、同じく決算書408ページで頂いた特養ホームの待機者数の資料のところですけれども、いずれに

しても待機者数が令和２年度は172人だったんですけれども、令和３年度も130人ということで、依然として

100人を大きく超えるという状況が続いていて、我々会派としても市内の都有地、国有地等を活用した特養ホ

ームの建設ということで要望もしてますけども、やはりこれが非常に急がれる状況なのではないかというふう

に思います。この特養ホーム建設の検討状況を伺います。 

  最後、行政報告書646ページの基金のところですけれども、今御答弁でも値上げの抑制に使うというその基

金の目的というような御答弁あったと思います。ぜひ、こちらは要望というか意見ですけれども、基金をしっ

かりそういう値上げをしないということに使っていただきたいっていうことを要望いたします。 

○介護保険課長（里見拓美君） 決算書378ページ、介護保険料の減免についてでございますが、介護保険料は

介護保険事業を支える重要な財源でございます。多摩26市におきましても、介護保険の減免を実施しておりま

すのは当市を含め18市でございまして、他の８市については減免自体を実施しておりません。また、減免を実

施してる18市の中でも、当市と同等またはそれ以下の所得制限を設けているところは８市ございます。このこ

とから、現在減免について見直す予定はございません。 

  続きまして、決算書408ページ、保険給付費の関係になりますが、保険給付の２割負担の方と３割負担の方、

サービスの利用状況についてでございますが、現状におきましてはこの２割負担の方と３割負担の方の間に関

しましては大きな差はないと認識しております。また、利用者サービスの合計金額が高額になり一定を超えた

ときは、高額介護サービス費の支給により負担を軽減できるものと考えております。 

  以上でございます。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 決算書408ページ、介護施設サービス給付費、特別養護老人ホームに

ついてでございますが、他の高齢者の住まいの整備状況などの影響を考慮する必要がございますことから、現
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在その整備に関しましては整備時期及び整備地域を含め検討中とさせていただいてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） ここで５分間休憩いたします。 

午後 ３時３９分 休憩 

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

午後 ３時４２分 開議 

○委員長（森田真一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（床鍋義博君） 行政報告書645ページ、認知症保護支援事業のうちの認知症サポーターについてちょっ

とお聞きします。 

  これまで修了者数が5,724人と、すごく活発にサポーターを養成してるなと思うんですけども、実際にこれ

現場で相談事があったりとかそういったときには、これは市に相談をするのか、それとも認知症地域支援推進

員のほうに行くのか、そういう連携のことについて教えてください。 

  それと、あと知識としてブラッシュアップしていく必要があるなと思って、そのブラッシュアップするため

の研修会だとかそういった制度についてはどのようになってるのかを教えてください。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書645ページ、認知症サポーターについてでございます。 

  認知症サポーター、実際に認知症等の相談につきましては、認知症地域支援推進員の、ほっと支援センター

に配置されておりますほうに相談のほうが入ることが大きくなってございます。サポーターにつきましては、

認知症の方を見守る、見守りというところで養成をしているところでございます。 

  その後のブラッシュアップの研修等につきましては、今後チームオレンジ等の編成というところで進めてい

く必要がございますことから、認知症サポーターの活用といたしまして、いろいろ検討していく必要はあると

ころでございます。令和４年度から地域の、みまもりシールの総合事業というか、認知症のシールで見守りの

事業のほうを開始してございますので、そういったところに認知症サポーターのほうを活用していければとい

うふうに考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（荒幡伸一君） それでは、１点質疑をさせていただきます。 

  行政報告書の643ページ、認知症総合支援事業の認知症初期集中チームについてでございますけども、令和

３年度の取組内容と成果についてお伺いいたします。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書643ページ、認知症初期集中支援チームでございますが、

令和３年度に認知症初期集中支援チームが介入した案件につきましては、新規で１件ございました。扱ってい

る内容が個人情報に関することもありますことから、具体的内容はちょっと難しいところではあるんですけれ

ども、90代の男性のケースで、御家族から、ほっと支援センターに相談がございました。認知機能についての

診察及びケアについて介入依頼があったことによりまして、訪問、家族への診療指導等を行ったところでござ

います。 

  本件の成果といたしましては、かかりつけ医を含めた本人に対する連携体制を整えることによりまして、元

気なうちは御自宅で生活をされたいという御本人の生活のサポートができたところと考えてございます。 

  以上です。 

○委員（東口正美君） １件、質疑させていただきます。 
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  行政報告書639ページ、在宅医療・介護連携推進のための地域における多職種連携研修会の開催を令和３年

度していただいております。どのような職種の人たちが、どのような、ここにはケアマネジャーの仕事を知っ

てよりよい連携をと書かれておりますけれども、ケアマネ以外でどういう職種の方たちが、どのような会議が

でき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） 行政報告書639ページ、在宅医療・介護連携推進の多職種連携研修で

ございます。６月にオンライン形式で実施をいたしまして、研修会のほうには医師、薬剤師、介護事業所職員

等、多職種の方が77名参加されたところでございます。ケアマネジャーの仕事をよりよく知っていただくとい

うところで、ケアマネジャーの方を講師に招いて講演をいただきまして、実際にどのような仕事をしているの

かが改めて知ることができてよい機会であったですとか、多職種の連携の必要性を改めて感じることができた

といった御意見をいただいたところでございます。多職種間の連携体制づくりに効果があったものと考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） すみません、ありがとうございます。 

  令和２年は、動画配信だけだったのが、オンラインですけれども会議体になったということで、東大和市の

地域包括ケアシステムをよりレベルアップする取組として、すみません、意見だけなんですけど、非常に評価

をしております。やっぱり今まで医療と介護がなかなか連携できなかった時代が長かったわけですけれども、

やっぱりこういうことの積み重ねで安心になっていくと思います。大変にありがとうございます。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） ２点、お伺いします。 

  行政報告書614ページ、介護認定審査会事業で、委員の数というところに３分野から42名っていう数字が出

ています。この３分野のそれぞれの人数の割合を教えてください。 

  それから、行政報告書628ページ、介護予防・生活支援サービス事業の市認定ヘルパー養成研修ですけれど

も、実人数、受講した方が５人ということなんですが、この受講者のその後、ヘルパーとして継続して働いて

らっしゃるか、またこれまでの受講生の継続性なども分かりましたら教えてください。 

○介護保険課長（里見拓美君） 行政報告書614ページ、介護認定審査会の委員の専門ですけれども、委員42人

のうち医療が30名、保健が６名、福祉が６名で構成されております。 

  以上でございます。 

○地域包括ケア推進課長（石嶋洋平君） 行政報告書628ページ、市認定ヘルパー養成研修についてでございま

す。令和３年度は５名の方が修了いたしましたが、そのうち１名の方がサービス事業所の仕事のほうにつなが

ったという話を聞いているところでございます。 

  なお、これまで平成29年度からこの事業を実施しておりまして、全部で90名、養成のほうをしているところ

でございます。初年度につきましてはちょっと追って調査をいたしまして、16名ほど就労につながったという

ところで調査しているんですが、その後、全体像として把握のほうはできてないようなところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 行政報告書614ページの介護認定審査会事業なんですが、１回の会議に42名全員が出る

わけじゃなく交代で出席されると思いますけれども、私どもの関連団体が令和３年に調査したところによると、

東大和市のこの会議、認定審査会の医療系の方が出席してる割合が８割を超えていって、ほかの地域ですと平
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均値として６割ぐらいで、いろんな分野の方が入るというようなことになっているのですが、私たちの調査で

は、東京都の中で東大和は80％を超える医療系の方が入ってるというふうにちょっと結果が出たんですが、そ

のことについて、例えば福祉とか保健の方がしっかり構成委員として入る方向になっているのかどうか、もう

一度お伺いします。 

  それから、行政報告書628ページ、市認定ヘルパー養成研修、これまでに90名受講されてるということなん

ですが、なかなか次につながらない、就労に、５名のうち１名ということのようですので、いろいろ工夫をし

ていっていただきたいと思います。こちらのほうは御答弁結構です。 

○介護保険課長（里見拓美君） 行政報告書614ページ、介護認定審査会についてでありますが、１回の審査会

に出席する委員は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師等、最後に福祉関係者の各１名となっております。１つ

の合議体におきまして、立場の異なる委員がそれぞれ知見を基に審査することで適切な判定につながっている

と認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決をいたします。 

  この採決は起立により行います。 

  第42号議案 令和３年度東大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を認定と決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（森田真一君） 起立多数。 

  よって、本案を認定と決します。 

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

○委員長（森田真一君） 第43号議案 令和３年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、本案を議題に供します。 

  本来はここで内容の説明を求めるところでありますが、今回は事前に文書で配付しておりますので、説明を

省略し、直ちに質疑に入ります。 

  それでは、歳入歳出一括して質疑を行います。 

○委員（尾崎利一君） 決算書の444ページで、保険料ですけれども、コロナの申請減免制度が後期高齢者医療

でもあるんですかね。その内容と市に示された時期、それからどのように市民に周知されたのか、実績、伺い

ます。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 決算書444ページ、後期高齢者医療保険料についてであります。 

  令和３年度中のいわゆるコロナ減免について、その内容が示された時期につきましては、令和３年度当初の

段階で広域連合のほうから内容のほうを示されて、それに基づいて取り組んでいるところでございます。内容

につきましては、後期高齢医療の場合につきましては令和３年中の収入見込みと令和２年の収入実績、これを

比較いたしまして３割以上の減となった方が保険料の減免の対象となる、大体そんなような制度になってござ

います。 
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  また、この広報についてでありますが、後期高齢者医療保険料の決定通知を送付する際には必ず案内を同封

し、周知を行っておりました。また、保険者である広域連合では、７月に新聞折り込みされました広報紙「東

京いきいき通信」の紙面に掲載されておりまして、また広域連合の公式ホームページにも掲載されております。

市におきましても市報の７月１日号に掲載し、市の公式ホームページも掲載いたしました。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 実績は分かりますか。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 令和３年度の後期高齢医療保険料におけますコロナ減免の実績については……、

すみません、決算書444ページ、後期高齢者医療保険料の実績につきましては、20名の被保険者に対しまして

約135万円の保険料減免決定を行ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了して御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決をいたします。 

  この採決は起立により行います。 

  第43号議案 令和３年度東大和市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本案を認定と決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（森田真一君） 起立多数。 

  よって、本案を認定といたします。 

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

○委員長（森田真一君） 第44号議案 令和３年度東大和市下水道事業会計決算の認定について、本案を議題に

供します。 

  本来はここで内容の説明を求めるところでありますが、今回は事前に文書で配付しておりますので、説明を

省略し、直ちに質疑に入ります。 

  それでは、収入支出一括して質疑を行います。 

○委員（実川圭子君） 下水道事業会計の決算審査意見書の２ページのところを見ているんですが、業務状況で、

年間汚水処理水量が昨年度より減っているけれども年間有収水量は増加して、結果として有収率が上がったと

いうことがこちらで分かるんですが、これの要因が、大雨が少なかったというようなことなのか、雨水貯留の

対策が進んだとか、何かその要因について、どう分析されてるのかお伺いします。 

  それから、同じく決算審査意見書の５ページのところに雨水処理負担金がありまして、これが大幅に令和３

年度は減りましたけども、こちらのほうが先ほどのことと何か関係があるのかどうかをお伺いします。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 決算意見書２ページの処理水の関係ですね。こちらのほうは、有収水量につきま

しては下水道使用料が基本的には取れてるので、処理水量については不明水のほうも含まれてるものでござい

ます。雨水の流入、不明水が減少したこと、大きく言うと不明水がなくなるので雨水の流入が減ってるという

ような状況が見込まれます。 

  また、有収水量に関しましては、一定の一つの考え方でございますけども、コロナの関係で自宅で過ごす機
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会が増えたとか、そういうような内容で増えたのではないかというふうに考えてるとこでございます。 

  次に、同じく決算意見書５ページの雨水処理負担金です。こちらのほうにつきましては、雨水事業をやると

きの一般会計の負担の金額になってございます。令和２年度と令和３年度ではやってる事業の内容が異なりま

すので、負担金のほうの額が変わってくるということでございます。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 今の決算審査意見書の２ページのところなんですが、今の御説明ですとその不明水が減

ったということですけれども、それの要因が自宅で過ごす方が増えたからというようなことだったのでしょう

か。不明水が減ったっていうことは雨水の流入が少なかったというところだと思いますけど、もう一度そのこ

とについてお伺いします。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 決算意見書２ページの雨水の処理水の関係ですね。申し訳ございません。私のほ

うの説明が分かりづらかったかもしれませんが、年間の汚水処理水量、こちらのほうは有収水量と不明水を合

わせた全体の清瀬の水再生センターに流入した量という形になります。こちらのほうが減ってる理由としては、

雨水の流入が少なかったというふうに考えてるところでございます。 

  一方、年間の有収水量については下水道使用料をもらえてる量というふうになりますので、こちらのほうは

自宅で過ごしている方、コロナの関係で自宅で過ごした関係等で増えたのではないかというふうに考えてると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 決算書の20ページ、経営指標に関する事項、それから審査意見書の13ページ、むすびの

ところで、短期的な債務に対する支払い能力を表わす流動比率については、前年度に比べ7.5ポイント増え

55.4％となっている。数字的には改善されているが、低い数値となっていることから、将来的には100％を上

回るよう引き続き留意し、財務体質の強化に努められたいというふうに記されていますけれども、決算書20ペ

ージの経営指標に関する事項のところだと、流動比率55.4％という記載の右側を見ると、経常収支比率や経費

回収率と異なって具体的な目標値は記載がありません。 

  審査意見書の将来的には100％を目指すということは、どのようなことを行うことによって近づくことにな

るのか。また、それはどのくらいの期間を持って取り組まれるべきことなのか伺います。 

  それから、決算書９ページの下水道使用料、20ページの使用料単価ですけれども、使用料単価については大

口使用の割合が高いと高くなり、低いと相対的に低くなるということだと思いますので、正確ではないけれど

も、下水道使用料が高いのか、安いのかという点で一定の指標になると考えますけども、その点、お考えを伺

います。その上で、令和２年度については多摩26市で一番高かったっていうことでしたが、３年度については

どうなのか伺います。 

  いずれにしても、トップクラスに高い下水道使用料をこれ以上値上げするのはいかがなものかと考えますけ

ども、見解を伺います。令和３年度中の検討についても併せて伺います。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 決算書20ページ、経営指標の関係でございますが、流動比率を改善させるために

は流動負債を減らすこと、また流動資産を増やすことが考えられます。流動比率は短期的な債務に対する支払

い能力を表す指標であり、現状では企業債の償還が減少傾向にあるため徐々に改善すると考えておりますが、

今後の状況を見据えながら安定した下水道経営に取り組んでいく必要があると考えております。 

  ２点目の決算書９ページ、下水道使用料及び20ページ、使用料単価の関係４点でございますが、まず使用料
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単価につきましては、下水道使用料を有収水量で割った１立方メートル当たりの単価でございます。大口使用

者の割合や使用料体系などにより使用料単価が変わるため、このことだけをもって高い、安いを判断すること

はできないと考えております。 

  ２点目でございますが、他市で調査した結果でお答えさせていただきますけれども、令和３年度の使用料単

価は26市中２位でございました。 

  次に、使用料改定の関係でございますが、下水道事業を取り巻く環境の変化や下水道施設について適切な維

持管理を行うなど、安定した下水道事業経営のためには適正な下水道使用料水準にする必要があると考えてお

ります。また、令和３年度につきましてはコロナウイルス感染症の状況等を総合的に勘案し、見直しを実施し

ないことといたしました。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） ９ページの下水道使用料のところですけれども、もう６年ぐらい前ですか、３割値上げ

したのは、経常収支を黒字化するっていうか、ということでやられたと思います。その点では、基本的に達成

されているんではないかと思いますけれども、その点について伺います。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 決算書９ページ、下水道使用料の関係でございますが、28年度から改定のほうさ

せていただいておりますが、そのときは経費回収率のほうを100％水準以上にするということで改定のほうを

さしていただきました。そのときは、公営企業法の非適用事業者でございまして、今は法適用事業者になって

ございますけれども、そのときのお話で考えさしていただきますと、経費回収率は決算書の中でも書かせてい

ただいておりますけれども、106.1％になってございますので、そういう意味では達成されてるということは

言えますけれども、やはり今後の状況を勘案する必要がございますので、そこら辺も含めて適正な下水道使用

料水準にするということは考えていかなければならないというふうに考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了してもよろしいでしょうか。 

  御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決いたします。 

  この採決は起立により行います。 

  第44号議案 令和３年度東大和市下水道事業会計決算の認定について、本案を認定と決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（森田真一君） 起立多数。 

  よって、本案を認定と決します。 

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

○委員長（森田真一君） 第45号議案 令和３年度東大和市下水道事業会計剰余金の処分について、本案を議題

に供します。 

  本来はここで提案理由の説明を求めるところでありますが、今回は事前に文書で配付しておりますので、説

明を省略し、直ちに質疑に入ります。 
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  それでは、質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（森田真一君） 質疑を終了しても御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  討論は本会議で行うこととし、直ちに採決いたします。 

  第45号議案 令和３年度東大和市下水道事業会計剰余金の処分について、本案を原案どおり可決することに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（森田真一君） 御異議ないものと認め、本案を原案どおり可決と決します。 

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

○委員長（森田真一君） 以上で決算特別委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。 

  これをもって決算特別委員会を散会いたします。 

午後 ４時 ９分 散会 
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