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令和４年第１回東大和市議会予算特別委員会記録 

 

令和４年３月９日（水曜日） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

出席委員 （２１名） 

委 員 長 荒  幡  伸  一  君 
 

副委員長 森  田  博  之  君 

委 員 二  宮  由  子  君  
委 員 大  后  治  雄  君 

委 員 実  川  圭  子  君  
委 員 森  田  真  一  君 

委 員 尾  崎  利  一  君  
委 員 上  林  真 佐 恵  君 

委 員 中  村  庄 一 郎  君  
委 員 木  下  富  雄  君 

委 員 根  岸  聡  彦  君  
委 員 蜂 須 賀  千  雅  君 

委 員 関  田  正  民  君  
委 員 和  地  仁  美  君 

委 員 佐  竹  康  彦  君  
委 員 木 戸 岡  秀  彦  君 

委 員 東  口  正  美  君  
委 員 中  間  建  二  君 

委 員 大  川    元  君  
委 員 床  鍋  義  博  君 

委 員 中  野  志 乃 夫  君  
  

 

欠席委員 （なし） 

 

議会事務局職員 （４名） 

事 務 局 長 鈴 木   尚 君  事 務 局 次 長 並 木 俊 則 君 

議 事 係 長 吉 岡 繁 樹 君  主 任 関 口 百合子 君 

 

出席説明員 （４９名） 

市 長 尾 崎 保 夫 君  副 市 長 小 島 昇 公 君 

教 育 長 真 如 昌 美 君  企画財政部長 神 山   尚 君 

総 務 部 長 阿 部 晴 彦 君  総 務 部 参 事 東   栄 一 君 

市 民 部 長 田 村 美 砂 君  子育て支援部長 吉 沢 寿 子 君 
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環 境 部 長 松 本 幹 男 君  都市建設部長 田 辺 康 弘 君 

会 計 管 理 者 當 摩   弘 君  学校教育部長 矢 吹 勇 一 君 
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企 画 財 政 部 
副 参 事 木 村   西 君  公 共 施 設 等 

マネジメント課長 遠 藤 和 夫 君 

秘書広報課長 五十嵐 孝 雄 君  総務管財課長 宮 田 智 雄 君 

文 書 課 長 嶋 田   淳 君  情報管理課長 菊 地   浩 君 

職 員 課 長 岩 本 尚 史 君  市 民 課 長 梶 川 義 夫 君 

課 税 課 長 星 野 宏 徳 君  納 税 課 長 中 野 哲 也 君 

産業振興課長 小 川   泉 君  市民部副参事 佐 伯 芳 幸 君 

地域振興課長 石 川 正 憲 君  子育て支援課長 新 海 隆 弘 君 

保 育 課 長 関 田 孝 志 君 
 子育て支援部 

副 参 事 
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子育て支援部 
副 参 事 
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事 務 局 長 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 

田 口 茂 夫 君 
 

  

 

本日の会議に付した案件 

 第１号議案 令和４年度東大和市一般会計予算 

 第２号議案 令和４年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算 

 第３号議案 令和４年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算 

 第４号議案 令和４年度東大和市介護保険事業特別会計予算 

 第５号議案 令和４年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算 

 第６号議案 令和４年度東大和市下水道事業会計予算 
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午前 ９時３０分 開催 

○議長（関田正民君） 予算特別委員会を開催いたします。 

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

○議長（関田正民君） ２月28日及び本日の開会前に予算特別委員会理事会が開催されましたので、予算特別委

員会理事長より報告を求めます。 

〔予算特別委員会理事長 東口正美君 登壇〕 

○予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２月28日及び本日の開会前に予算特別委員会理事会を開催し、予算特別委員会の議事運営等について協

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３月９日水曜日及び３月10日木曜日の２日間といたします。会議時間

は午前９時30分から午後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。 

  説明は、通常は６会計予算に対する概要説明を市長から、また各会計の内容説明を副市長及び所管の部長が

行っておりましたが、市側から予算の説明内容が文書で配付されたことにより、委員会での説明を省略いたし

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の順で行います。 

  質疑の回数は、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のそれぞれの審査において、同一委員につき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にしてください。 

  討論は、委員会で行わず、本会議で行うことといたします。 

  採決は、会計ごとに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、会議出席者については、委員の過半数の出席を確保した上で、その他の委員（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。 

  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。 

  休憩（30分ごとに５分、10分の休憩を行う）等については、本会議と同様に行うことといたします。 

  予算特別委員会の２日目の３月10日は、東京都平和の日であり、庁内放送に合わせて、午後２時から１分間

の黙禱を行います。なお、開会中の場合は、暫時休憩を取り、黙禱を行うことといたします。 

  慣例としている正副委員長就任の挨拶につきましては省略し、会議時間を短縮することで、全員協議会室に

おける３密対策といたします。 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴の自粛をお願いすることといたします。 

  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
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委員長の互選がありますので、正副委員長互選終了後、質疑の開始前に、退出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３月10日木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します。 

  なお、採決がございますことから、各会計予算において、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。 

  以上で予算特別委員会理事会の報告を終わります。 

〔予算特別委員会理事長 東口正美君 降壇〕 

○議長（関田正民君） 以上で予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） ただいまから予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。 

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

○年長委員（関田正民君） これより予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。 

  予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、予算特別委員会委員長に荒幡伸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荒幡伸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荒幡伸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

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。ありがとうございました。 
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〔年長委員退席、委員長着席〕 

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

○委員長（荒幡伸一君） 委員長に御推挙いただきました荒幡伸一でございます。よろしくお願いいたします。 

  引き続き、予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。 

  予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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、さよう決します。 

  それでは、予算特別委員会副委員長に森田博之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博之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（荒幡伸一君） 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森田博之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、時間短縮をし、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（荒幡伸一君） 第１号議案 令和４年度東大和市一般会計予算、第２号議案 令和４年度東大和市国

民健康保険事業特別会計予算、第３号議案 令和４年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算、第４号議案

 令和４年度東大和市介護保険事業特別会計予算、第５号議案 令和４年度東大和市後期高齢者医療特別会計

予算、第６号議案 令和４年度東大和市下水道事業会計予算、以上６議案を一括議題に供します。 

  本来は、ここで提案理由として市長から６会計予算に対する概要説明、副市長から一般会計の内容説明、企

画財政部長から一般会計の事項別明細書の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

運営への御協力をお願いいたします。 

  それでは、初めに総括質疑を行います。 

○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。 

  尾崎市長が新年度予算の編成に当たりまして、予算編成方針で示されております重視する考え方が、この新
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年度予算案にどのように反映されたのかを確認させていただきたいと思っております。 

  まず、新型コロナウイルス感染症対策への対応と新しい生活様式・日常の定着の実践を前提とした事業の精

査によって、どのような形で事業内容を見直してきたのか伺いたいと思います。 

  次に、業務分析等支援業務の分析結果等を活用して、組織編成や99事業の廃止を行ったわけでありますが、

そのほかに令和４年度、取り組んでいくものについて確認させていただきたいと思います。 

  続いて、持続可能な行財政運営を推進するために、民間活力の導入、歳入の確保、歳出の縮減等に取り組む

方針が示されております。これまでも例えば納税管理等収納業務委託や市民課窓口の民間委託等によりまして、

大きな実績を上げてきていると受け止めております。市役所窓口を訪れた市民の評価も圧倒的に高いものがあ

ります。これまでの具体的な実績と、またそれらを踏まえて、新年度の取組について伺いたいと思います。 

  続いて、令和４年度をデジタル化元年という位置づけをされておりますが、その意義とともに、デジタル化

によって具体的にどのような行政運営を目指しているのか伺います。 

  次に、公共施設等総合管理計画や学校施設長寿命化計画を推進する上で、令和４年度に準備を進める七小の

建て替え計画がどのようなものになるかが、今後の事業推進の大きな転換点になるものと考えております。具

体的にどのような学校教育の姿を描いているのか、公共施設の機能集約化にどのようなビジョンを持っている

のか伺います。 

  次に、予算編成においては、財源調整として、10億7,038万円、財政調整基金の取崩し、また公共施設等整

備基金から３億5,000万円、一般会計減債基金から5,000万円、合計14億7,000万円の基金からの取崩しを行っ

ての厳しい予算編成となっておりまして、これはもし適正な基金積立てがなければ、約15億円分の事業が予算

執行できないということを意味しております。 

  ちまたでは、尾崎市政において、80億円もの基金がため込まれ、市民サービスが壊れている、福祉や教育に

予算が充てられていないなどという、全く的外れな批判もあるというふうに仄聞しておりますが、持続可能な

行財政運営のために適正な基金の在り方、またその基金を活用した市民サービスの充実や向上については、ど

のような考えを持っているのか伺います。 

  最後に、人口減少の中で中長期的に活力あるまちづくりを進めるためには、東大和市の魅力、住んでみたい

まち、また住み続けたいまちとしての魅力創出や、市の内外への情報発信が重要となってまいります。これま

で取り組んでおられますブランド・プロモーションやＳＮＳによる情報発信の強化について、新年度、どのよ

うな取組を行っていくのか、そのお考えについて伺わせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○企画財政部長（神山 尚君） それでは、お答えいたします。 

  １点目の予算編成方針の関係でございますが、令和４年度の予算編成方針における重視する考え方の予算へ

の反映につきましては、新型コロナウイルス感染症対策を進めるとともに、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た施策を最も重要な施策と位置づけ、具体的には第五次基本計画に沿った４つの

重要施策に沿って予算編成を行ってまいりました。 

  まず、感染症対策といたしましては、新型コロナウイルスワクチンの接種や、新型コロナウイルス感染症生

活困窮者自立支援金の給付に係る経費などを計上してございます。 

  次に、子ども・子育て支援施策の推進としましては、南街地域への保育園の新設、大和南保育園の移転、れ

んげ保育園の改築、（仮称）東大和市児童発達支援センター及び認可保育園の新設に係る施設整備補助金や、
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副校長補佐の配置に係る経費などを計上してございます。 

  また、健康・高齢者施策の推進といたしましては、介護職員初任者研修等の補助金、不育症に係る不妊治療

費、母子の産後ケア、地区図書館への指定管理者制度の導入、（仮称）東京街道運動広場管理棟新築工事実施

設計に係る経費などを計上してございます。 

  都市の価値を高める施策の推進としましては、都市マスタープランの改定、消防団員の処遇改善に係る経費

などを計上してございます。 

  持続可能な行財政運営等の推進としましては、庁舎空調設備更新工事や、デジタル化元年として、デジタル

化推進支援業務やオンライン申請システム利用に係る経費などを計上したものでございます。 

  また、新しい生活様式・日常の定着の実践を前提とした事業といたしましては、オンライン申請システムや

ＡＩチャットボットの導入による市民サービスの向上のほか、参加者が回遊する形のうまかんべぇ～祭の検討

や、ＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末を活用し、感染症拡大時でも児童・生徒の学びの場を確保するため

の経費などを計上したものでございます。 

  このように予算編成過程におきましては、予算編成方針に基づき、感染症対策に取り組むとともに、業務分

析の結果を反映するなど、持続可能な行財政運営を念頭に置きつつ、事業内容を見直し、予算の調整を行って

きたものでございます。 

  次に、２点目の業務分析の結果につきましてですが、こちらは組織改正や事務事業の廃止・縮小のほか、定

員適正化、ＩＣＴ活用による業務効率化、委託等の民間活力の導入等の検討など、様々な業務改革の検討に活

用しているところです。 

  令和４年度におきましては、業務分析の結果を基に、引き続き事務事業の見直しを行うとともに、委託等の

民間活力の導入等の検討を行ってまいります。また、業務分析の結果を基に策定する第五次情報化推進計画に

位置づけた取組につきましても推進してまいります。引き続き持続可能な行財政運営の実現に向けて、不断の

業務改革に取り組んでまいりたいと考えております。 

  ３点目の持続可能な行財政運営を行うためのこれまでの取組及び新年度の取組でございますが、これまで行

政改革大綱に基づき、民間活力の導入では、納税管理等収納業務委託や市民課窓口の民間委託のほか、新学校

給食センターの調理業務及び配膳業務の民間委託、学童保育所の運営業務の民間委託、指定管理者制度などを

導入してまいりました。 

  歳入の確保では、市税等の収納率の向上、使用料・手数料等の定期的な見直しなどに取り組んでまいりまし

た。歳出の縮減では、事務管理経費の見直しなどに取り組んでまいりました。そのほか、業務分析結果による

事務事業の縮小・廃止に取り組んできたところでございます。 

  令和４年度につきましては、取組の初年度となります第６次行政改革大綱に基づき、引き続き民間活力の導

入、歳入の確保や歳出の縮減に取り組んでまいります。 

  民間活力の導入では、公の施設の管理運営の在り方の検討、窓口業務等の一部委託化などの検討を進めてま

いります。 

  歳入の確保や歳出の縮減など、財源確保の取組としまして、市税の収納率の向上と維持、また市有地等の有

効活用、借地の見直し、イベントの見直しなどに取り組んでまいります。 

  その他、業務分析結果による事務事業の縮小・廃止に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  ４点目のデジタル化の関係につきましては、総務部のほうからお答えいたします。 
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  次に、５点目の公共施設等学校長寿命化の件でございますが、学校教育の関係につきましては、後ほど学校

教育部からお答えいたします。 

  学校施設における他の公共施設の統合についてでございますが、東大和市公共施設再編計画では、地域コミ

ュニティなどの観点も踏まえながら、周辺の公共施設との統合を検討するとしてございます。その上で、公共

施設を統合する際のビジョンでございますが、現時点で建物の規模感など、基礎的なデータがない中でのお話

にはなりますが、この場ではちょっと理念的なお話としてお答えします。 

  老朽化した建物を単に建て替えるだけではなくて、まちづくりに寄与すると、そういったことを目指してい

きたいと考えてございます。このまちづくりとは、高齢化する地域における拠点として、例えば地域の課題解

決や地域の文化活動の場であったり、あるいは様々な課題がございますけれど、公共施設を利用する地域の住

民の皆様と児童・生徒の交流の場として、そういったにぎやかさが周辺部ににじみ出てくような、地域の活性

化に資するような、そういった取組を今後模索できればというふうに考えてございます。 

  次に、６点目の基金の関係でございます。残高の批判に対し、持続可能な行財政運営を進める立場としてお

答えしたいと存じます。 

  １点目は、東大和市の人口１人当たりの基金残高でございますが、こちらは26市の中で中位にございます。

令和２年度決算における東大和市の基金残高、これは特別会計の基金及び定額運用基金を除いたものですが、

総額で約57億円でございます。これを人口で割り返した１人当たりの残高は約６万6,800円となります。 

  この１人当たりの水準で26市と比較しますと、26市中、第13位となっております。26市における人口１人当

たりの基金残高の平均は約８万8,000円でございまして、東大和市はこの26市の平均額を２万1,000円ほど下回

る水準でございまして、水準としましては他市と比較して突出しているというわけではございません。 

  ２点目は、十把一からげの批判だということです。80億円の積立てを批判しておりますけれど、この中には

給食センター建設の償還に充てる減債基金約８億5,000万円など、現に取崩しを継続しており、近い将来、残

高がなくなるといったものも含まれてございます。給食センターの返済残高は、令和３年度末におきまして約

20億円ございますが、今の基金残高８億5,000万円を活用し、償還を進めていくという見込みでございます。 

  ３点目は、財政調整基金でございます。これは現に当初予算編成で10億円程度取崩しを予定し、活用する見

込みとなってございます。また、不測の事態の備えの一例として、ＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末は、

活用できるだけの財政調整基金があったからこそ、早急に整備をすることができたものと考えてございます。 

  さらに、30年以内に70％の確率で発生すると言われております首都直下地震におきましては、国や都の支援

が届くまで、市単独で財政出動し、市民の命を守らねばなりません。大災害時の市民の命の綱が財政調整基金

の役割の一つと考えてございまして、一定残高の維持が必要だという認識でございます。 

  ４点目は、公共施設等整備基金でございます。多くの公共施設の更新が待ち構える中、令和７年度からスタ

ートする学校12校の建て替え工事、長寿命化工事、これは待ったなしでございます。総額約330億円は、子供

の学ぶ環境を守るため、是が非でも確保しなければなりません。現時点で特定財源の確保ができておらず、今

後も財源の確保に努めることは、以前より御説明させていただいているところでございます。 

  その中で、現在のところ基金が重要な財源となりますが、公共施設等整備基金の残高である約24億9,000万

円では、到底12校分の建築工事の財源としては足りない状況でありまして、むしろさらなる割増しが必要だと

いうようなふうに考えてございます。 

  一方、人口減少が進む中、若い世代の定住人口の確保が市の将来を今後左右していきますが、若い世代の定
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住を促すためには、学校施設の更新というのは必須でございます。その観点から見ますと、学校施設の更新な

くして明日の東大和はないと言えるほどだというふうに考えてございます。 

  それを支えるため、公共施設等整備基金等の一定の基金残高の確保を進めております。その基金を給付のた

めに吐き出せとの御指摘は、将来への展望を断ち切るものと考えてございます。 

  最後に、真に困窮する方への対応の継続は必要ですが、東大和市民の全体が必要以上の給付を求めていると

は考えてございません。市民は学校更新のための基金を給付に回せと言っているのでしょうか。賢い東大和市

民に限って、そのようなことはないというふうに考えてございます。 

  次に、７点目のブランド・プロモーションの取組でございますが、まち・ひと・しごと創生の次期地方版総

合戦略につきましては、令和４年度から始まる第五次基本計画に包含して策定されましたが、総合戦略の実行

計画の一つとしまして、令和４年度から始まります５年間のブランド・プロモーションアクションプランを定

めて、取組を進めることとしております。 

  内容としましては、転入の促進と転出の抑制による社会増を目指し、これまでの取組を踏まえつつ、主な事

業や５年間の目指す取組としての目標値を定め進めることとしてございます。その中で、ＳＮＳの情報発信の

強化につきましては、市公式ＳＮＳ、ツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥなどによりまして、市の魅力的

なスポット等、また市に関する情報の発信件数を現状よりも増やしていくこと、こういったことを目指してお

ります。 

  また、市外の方への情報の発信につきましては、引き続きインターネットの検索サイトを利用して、子育て

や住宅の購入に関する情報を検索している市外の方などに対しまして、市のバナー広告を表示して、市公式ホ

ームページ内のＰＲページに誘導するという方法により、情報発信を行ってまいりたいと考えております。 

  私のほうからは以上でございます。 

○総務部長（阿部晴彦君） ４点目の行政のデジタル化についてでございますが、国では、デジタル技術やデー

タを活用して市民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術やＡＩ等の活用によって、より一層、業務の

効率化を図る、またそれによって、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくということを目指

しております。 

  市におけますデジタル化につきましては、国が示す自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進計画

の重点取組事項を参考に、令和４年度を初年度といたします東大和市第五次情報化推進計画に基づいて、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  当市におきましても、市民の皆様が市役所の窓口に来なくても、様々な行政手続ができるような環境の整備

を図るとともに、庁内の業務の効率化に一層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。 

○学校教育部長（矢吹勇一君） ５点目の御質問で、具体的な学校教育の姿についてでありますが、時代の流れ

とともに、これまでの学校環境は画一化、均質化してきておりまして、様々な困難に直面し、学校や教室に行

きづらい子供たちが相当数いるなど、子供たちや学びの多様化等に必ずしも対応できていない状況があると認

識しております。 

  子供が学びの多様化に柔軟に対応できる学校環境への転換に向け、学校環境においては、ＩＣＴの整備と併

せて、学校全体を学びの場として、多様な学習内容・方法や教科等横断の学び等に柔軟に対応できる空間に転

換していくことが重要であります。 
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  今後の学校施設の計画及び設計に当たりましては、安全性、保健衛生上、指導上、その他の学校教育の場と

して、適切な環境を確保するとともに、国の学校施設整備指針や実践を踏まえまして、全ての子供が安心して

楽しく学べる多様性を尊重した学校づくりを目指していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） ここで５分間休憩いたします。 

午前１０時    休憩 

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

午前１０時 ３分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（和地仁美君） それでは、総括質疑させていただきます。 

  大きな項目の１つ目として、行政運営の効率の向上と予算編成の関係についてお伺いしたいと思います。 

  令和４年度は、組織変更による事業の効果と効率アップ、デジタル化元年、第三者の客観的視点を持って実

施した業務分析結果を生かした業務改革、この３つの取組により、東大和市の行政運営が大きく変化する年度

となると認識しております。これらの大きな変化は、当然予算編成においても重視され、予算に反映されてい

ると思いますので、何点か確認させていただきます。 

  １点目は、デジタル化関係です。 

  代表質問でも取り上げさせていただきましたが、デジタル化に関しては、市長は施政方針で費用対効果を十

分考慮することは示されましたが、残念ながらＫＰＩは設定されないようです。デジタル化により経費が削減

できるという効果、すなわち今回示された予算内の関連する予算額を縮減しているとなれば、経費予算額を一

つの指標と考えることもできるのではないかと思います。 

  そこでまず、デジタル化に関する予算、すなわち投資額は全体で幾ら計上されているのか。 

  次に、デジタル化でペーパーレスが推進されることによる消耗品費や通信費をどの程度減額したのか。 

  また、参考資料の27ページを見ますと、歳出総額に占める人件費の比率が高くなっているのですが、デジタ

ル化により業務効率がアップすることによる残業代などの人件費に関する削減については、どの程度予算に反

映されたのか教えてください。 

  ２点目は、業務改革についてです。 

  一般質問や陳情審査などでも様々議論されている廃止・縮小する99の事務事業ですが、令和４年度の予算に

ついては、うち90事業の廃止・縮小が反映されているものと理解しています。 

  先日の一般質問の答弁では、その影響額は、事業費総額ベースで3,981万7,000円、一般財源ベースで2,806

万9,000円とのことでした。1,600万円かけて民間事業に分析を依頼したことで、一般財源ベースで2,806万

9,000円縮減でき、より時代に合った事務事業に財源を充当できるようにもなり、効果も上げられるというこ

とであれば、十分に費用対効果が得られるというふうに考えておりますが、何点か確認させていただきます。 

  まず、全体の事業費削減額は、先ほどの一般質問の答弁でも分かりましたが、廃止となる事業は、事業費ゼ

ロになるので、分かりやすいのですが、縮小というのは、事業費を縮減し、事業規模も同様に縮小するという

ことなのか、もしくは事業費は縮減するが、事業規模は同様に行える、すなわち工夫の余地で経費を削減した

という意味なのかが分かりません。 

  ここでは個別の事業については確認しませんが、今回の予算編成における縮小する事業に対する考え方を教
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えてください。 

  次に、これら廃止・縮小した99の事業の財源は、予算編成においてどのように活用されたのか。 

  歳出予算には、充当する歳出事業費の財源内訳が書かれているものもありますが、今回の廃止・縮小された

事業費というものは明記されておりませんので、今回、令和４年度予算については、この廃止・縮小した事業

の財源をどのように活用したのか、代表的なものをお示しいただきたいと思います。 

  ２つ目の大きな項目としては、経常収支比率について伺いたいと思います。 

  令和４年度からスタートする第６次行政改革大綱でも、経常収支比率については90％以下とすることになっ

ています。第５次行政改革大綱の目標も同様でしたが、期間中、一度も達成できていないばかりか、年々増加

傾向にありました。 

  令和４年度の予算編成方針では、経常的経費については、見積り上限額は、経常的経費の調べにおける経常

的な経費に充当した一般財源の額から3.5％減じた額とするとされていましたが、令和４年度の当初予算ベー

スでの経常収支比率は何％になるのか教えてください。 

  最後に、大きな項目として、基金について伺いたいと思います。 

  令和４年度からスタートする第６次行政改革大綱では、財政調整基金については各年度末に最低限標準財政

規模の12％の額を維持するということで、第５次行政改革大綱よりも２％アップされました。また、第５次行

政改革大綱では具体的な額で示されていた公共施設等整備基金についても、今回の第６次においては同様に最

低限標準財政規模の12％の額を目指すというふうになっております。 

  そこで、３点伺います。 

  まず、参考資料の27ページでは、まず財政調整基金の年度末現在高見込みは11億5,045万4,000円というふう

になっておりますが、手元の決算カードでは、令和２年度の東大和市の標準財政規模は約170億円なので、そ

の12％となりますと、令和４年度の年度末には基金残高が丸めた数字で約20億4,000万円なければならないと

いうことになりますが、見込みとは違い、年度末にはこの行政改革大綱の目標は達成できるかどうか、現時点

ではどのような認識なのか教えてください。 

  ２点目として、財政運営をしていく上での期中の基金残高に対する御認識を教えてください。 

  毎年、ここ数年、当初予算を編成するために約10億円程度の財政調整基金を取り崩しているのが現状です。

行政改革大綱の目標は、各年度末の基金残高、要するに年度末の残高というふうになっておりますが、年度中

には入りと出があり、残高は増減し、変化するものと理解しています。ただし、動く残高に対し、当初予算の

見込みより増えるという保証はありません。 

  先ほどもほかの委員の答弁の中で、大きな震災があるかもしれないようなことを考えているという御答弁が

ありましたが、期中の残高が少ない時期に緊急的な事態が起こる可能性はないとは言えないと思います。 

  今回の令和４年度を例に示せば、今年度、令和３年度末、６月には決算が確定すると思いますが、そこでは

約22億円ある残高というふうに示されておりますが、令和４年度当初、要するに年度が変わった４月１日には、

当初予算で10億円を充当することが決定しているため、理論上の残高、すなわち予算計上していない残高は約

12億円というふうになるというふうに思います。 

  ということは、年度中は約12億円程度の財政調整基金残高でよいという考え方を年度当初持っているという

ことなのか、また標準財政規模の12％と目標額を上げたことは、２％アップしているわけですので、来年度以

降の当初予算編成における取崩し額の増額が予想されているということになっているのかということについて
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も御所見を伺いたいと思います。 

  ３点目は、公共施設等整備基金についてですが、年度末現在高見込みは25億8,952万8,000円というふうに示

されております。東大和市の標準財政規模は、前述のとおり約170億円ですので、その12％の20億4,000万円と

なりますと、現在示されている額については、既に行政改革大綱の目標は達成している予算になっているとい

う考え方でよいのでしょうか。 

  また、そもそも今までは額で示していた基金残高、年度末残高ですが、標準財政規模の12％というふうに指

標を変えたわけですね。今後大きな財源が必要になることを考えましたら、12％という額を決めるその根拠で

すね、必要額から考えたら例えば15％とか、そういう設定の仕方もできたのではないかというふうに思います

が、今回こちらの基金の残高の目標については年度末、標準財政規模の12％ということにした理由についても

教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○企画財政部長（神山 尚君） それでは、お答えします。 

  デジタル化の削減の効果につきましては、総務部のほうから後ほどお答えします。それ以外は、私のほうか

らお答えさせていただきます。 

  １点目のデジタル化の予算の関係でございます。 

  令和４年度当初予算におけますデジタル化に関する予算額は約8,400万円でございます。 

  次に、３点目になるんですかね、通しでいくと３点目でございます。事務事業の縮小につきましてです。 

  事務事業の縮小につきましては、事業費を縮減し、事業規模も縮小するものもございます。また、事業費は

縮減しますが、事業規模は変えずに同様に行うというものもございます。この両方がございます。また、その

他の例としましては、重複や類似する事業を整理統合して、集約を図るといったものもございます。 

  次、４点目の99事務事業の廃止・縮減による財源についてでございますが、令和４年度予算編成における各

課からの予算見積り段階での歳入歳出の差引き額は約24億7,800万円の財源不足が生じておりまして、そこか

ら調整をスタートさせて、結果的にこの御提案している当初予算を編成したというところでございます。 

  そのような厳しい予算調整の中にありましても、先ほどのデジタル化対策、それから児童発達支援センター

と認可保育園、公共施設等の老朽化対策などの新たな取組を進めておりまして、そういったものに当たりまし

て、99事務事業の財源の活用を図ってございます。 

  続いて、通しでいうと５点目になるかと思います。経常収支比率についてでございますが、令和４年度当初

予算におけます経常収支比率は101.9％でございます。予算編成時は、歳入歳出が均衡するように編成してお

りますことから、経常収支比率は高い数値になりますが、事業費が精査される中で、決算に向けては数値が下

がっていくものと考えてございます。 

  次が通しでいうと６点目になるかと思います。財政調整基金につきましてです。 

  年度当初には、基金の取崩しによりまして目標額の半額ほどということになりますが、主に令和３年度の決

算剰余金を活用して、標準財政規模の12％、20億円超えるぐらいを目途に一定の水準まで積み戻していきたい

というふうに考えてございます。令和３年度の決算剰余金が今の段階で幾らになるかということも分かりませ

んが、まずは優先的に財政調整基金、これを一定の水準に戻して、不測の事態に備えるような、そういった対

応を心がけていきたいと考えてございます。 

  次に、通しでいうと７点目になるかと思います。財政調整基金の話です。 
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  こちらも年度中に12億円でも足りるのかと、よいのかという、そういう考えはございませんで、現状ではそ

のような方法しか当初予算の編成ができないといったところにあります。財政調整基金の取崩し額の増額でご

ざいますが、できれば基金の取崩しは少なくしたいと考えておりますが、令和４年度は感染症対策をはじめ、

庁舎の空調設備更新工事の老朽化対策など、予算規模も大きくなっておりますことから、その財源調整のため

に、結果的に前年度と比べて増額となったものでございまして、12％の目標額ということとは特に関連はござ

いません。 

  次、通しでいうと８点目になるかと思います。公共施設等整備基金についてでございますが、令和４年度の

当初予算編成において公共施設等整備基金３億5,000万円を取り崩しましたが、今のところは行政改革大綱の

目標値を達成できる見込みでございます。 

  しかし、学校施設長寿命化計画に基づき、12校という大規模な工事が順次始まる令和７年度以降は、相当厳

しいことが見込まれます。計画どおりに進めていくためには、現在見込めていない特定財源や有利な市債の調

査検討を進めるだけでなく、公共施設等整備基金について、活用可能な残高の水準を維持し続けることが重要

な要素の一つになると考えてございます。 

  第６次行政改革大綱の最低限12％というのは、そのような事情に由来するものでございます。その上で決算

剰余金等による積み戻しで残高水準を保っていきたいと考えてございますが、決算剰余金の活用の優先順位は、

まずは財政調整基金でございます。また、積み戻しが決算剰余金頼みというところからも、今後さらに緊張感

を持って臨んでいきたいと考えてございます。 

  また、目標額の金額ベースから割合ベースへの変更についてでございます。第５次行政改革大綱を策定した

当時、平成27年度末に公共施設等整備基金、約14億円ほどありましたが、平成28年度には本庁舎の耐震補強工

事や新学校給食センター新築工事、こちらに基金を活用したため、基金残高が約５億9,000万円と少ない額に

なっておりました。 

  そこで、５年後の平成33年度末の目標額を当時の標準財政規模の10％、16億円と定め、そこから割り返す形

で、途中年度の目標を金額ベースで定めたものでございます。今回の第６次行政改革大綱策定時は、ある程度

基金が積み上がっていることや、老朽化対策に膨大な費用を要することが明らかになったことなどから、「最

低限」という修飾語をつけた上で、各年の標準財政規模の12％に引き上げたというものでございます。 

  なお、目標を各年度末の現在高について最低限標準財政規模の12％とした理由ですが、令和４年度から基金

を活用しながら、一定の水準を維持していくことを想定しておりまして、今後学校施設長寿命化計画に係る工

事が本格化すると、財政調整基金と並行して公共施設等整備基金を一定水準に維持していくことは難しくなっ

てくるんだというふうに考えております。そのため、最低限維持しておきたい水準として、標準財政規模の12

％と設定したところでございます。 

  以上です。 

○総務部長（阿部晴彦君） ２点目のデジタル化に伴う予算の影響額についてでございますが、具体的な算出は

困難なため、令和４年度の当初予算には反映されておりません。令和４年度を初年度といたします東大和市第

五次情報化推進計画がスタートいたしますので、それに基づいて、例えばＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡなどのデジタ

ル技術の導入につきましては、対象業務の内容を精査した上で、効果が見込まれるものを優先的に実施してま

いりたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○委員（和地仁美君） 御答弁ありがとうございます。 

  ２点ほど再質問させていただきたいんですが、今御答弁いただきましたデジタル化関連なんですが、この委

員会にも持参している方はいますが、既にタブレット端末は導入しています。そのほか、先ほどの答弁では、

令和４年度にデジタル化には全体で約8,400万円投入するということでした。しかし、令和４年度の予算では、

効果額は反映していないという今御答弁だったと思います。 

  本来であれば、先ほどこれぐらいまで削減しようという目標値として予算に計上するというやり方もあるん

ではないかなというふうに私は考えますが、そうされていないということですので、では令和４年度、どの程

度効果があるかということのデータを取るなどして、令和５年度の予算に反映できるような取組はするのか。

投資に対するリターンのＲＯＩという考え方を持って取り組んでいただきたいと思いますが、その点について

確認させてください。 

  それから、もう１つ再質問させていただきたいんですが、先ほどの答弁では、経常収支比率について決算に

向けて下がるという認識を示されましたが、令和４年度の当初予算では100％を超えている経常収支比率も、

決算では行政改革大綱の目標どおり90％以下になるという見通しを持っておられるのかどうかについて教えて

ください。 

○総務部長（阿部晴彦君） １点目につきましてでございますが、タブレット端末を導入しておりますが、その

最たる目的は文書のペーパーレス化でございます。令和４年度におきまして、特に消耗品の購入状況などを適

時調査いたしまして、効果額の把握に努めてまいりたいと考えております。 

  また、ＡＩ－ＯＣＲやＲＰＡにつきましては、その効果額につきまして、時間の換算で把握できるかなと考

えておりますので、調査もしていきたいと考えております。 

  ＲＯＩにつきましては、適正な数値化ができるのかどうかにつきましても、併せて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。 

○企画財政部長（神山 尚君） ２点目の経常収支比率についてでございます。 

  経常収支比率につきましては、当初予算編成時より決算時のほうが減少する見込みであると、そういうこと

が言えますが、目標値である90％を切るというところまではちょっと厳しいものがあるかなというふうに考え

てございます。 

  と申しますのは、感染症の影響により、事業が実施できなかった令和２年度決算ですら、92.1％と目標値を

上回る状況でございます。弾力性のある財政状況とするためには、経常的な経費を減らすか、経常的な経費に

充当する一般財源を増やすしか、それしか方法はございません。 

  一般財源につきましては、将来推計におきましても、その根幹となる市税収入の減少が見込まれております

ことから、将来に向けて健全で弾力的な財政運営を進めるためには、引き続き事務事業の見直しを継続してい

くなど、そういった対策に取り組んでいかなければいけないというふうに認識しております。 

  以上です。 

○委員（森田真一君） それでは、主にコロナ対策関連では５点、それから市政全般について７点ほどお伺いし

たいというふうに思います。 

  では、順にお伺いします。 

  初めに、新型コロナ対策についてお伺いします。 
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  施政方針では、国民の命と健康を守り抜くことが最優先とされました。東京の死亡者数は、昨日現在までの

発表で3,839人となっており、１日当たりの死亡者は、依然上昇傾向が続いております。東京の療養者数は、

３月６日現在ですけども、14万8,572人となっており、うち入院と宿泊療養数の合計は6,969人となっておりま

して、療養者数の全体から見ると、僅か4.7％にすぎないということで、95％の罹患者の方が医療から取り残

されてるということになります。 

  令和４年度当初予算案では、重要施策ごとの主な事業として示されたコロナ対策は、その全額が国と東京都

の財源で賄われているものばかりです。既に東日本大震災の死者数をはるかに超えた最悪であるコロナ危機の

下で市民の命と暮らしを守るために、財政調整基金などの基金も活用した大胆で総合的な対策が緊急に求めら

れると思います。今後４年度中に一般財源はどの程度充てられると考えているのかお伺いします。 

  次に、３回目のワクチン接種の加速や、発熱したり、感染したりした市民の命と健康を守るためにも、市内

診療所等への現金給付、補助を含めた支援が必要かと思います。最優先の課題にふさわしい取組を求めますが、

いかがでしょうか。 

  とりわけオミクロン株の特徴は、初期には花粉症と区別がつかないような症状に始まり、肺炎などの症状に

至る前に糖尿病などの持病が悪化して、重症者とされる前に死亡に至るケースも少なくないと言われておりま

す。 

  日本のコロナ対策の問題点としても、これまでも検査数が非常に少ないことにより、隔離・保護が間に合わ

ず、括弧つきの自宅療養により、家族間で感染が広がっている問題が指摘されてきました。軽微な症状のうち

に、早期に近くで検査できる機会を増やすことと、コロナ病床数の拡充と併せて、宿泊療養のキャパシティー

も大幅に増やすことも必要です。 

  国立市などでは、自宅療養者支援センターを開設して、自宅療養者専用ダイヤルの設置及び電話やメールな

どでの安否確認と相談業務を行っていると聞きます。一般財源を活用して、緊急に単独事業でこれらの施策を

東大和でも強化すべきではないでしょうか。 

  また、そのような体制を取るために、どの程度の財源が必要かということでお伺いしたいんですが、例えば

自宅療養者センター、人件費としては、保健師３人と一般事務職員４人、電話回線５台としまして、これぐら

いのボリュームでやるとしたら、どの程度のお金が必要なのかということをお伺いしたいと思います。 

  次に、コロナ禍での市民の暮らしの支援についてお伺いします。 

  ２年以上にわたるコロナ禍の下で長期に耐乏生活を強いられ、今また感染急増の下で自宅待機を余儀なくさ

れるなど困難が広がり、市民の暮らしは追い詰められています。ひとり親家庭など、もともと低所得の市民ほ

ど、矛盾が集中しています。現金給付も含めた支援が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、大学生、短大生、専門学校生が経済的な理由に加えて、オンライン授業が続くなど学生生活への不適

応などで中退・休学するケースが増えているという実態が文部科学省の調査により分かりました。若者の学び

の権利を保障する施策が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、コロナ禍の下で社会を支えるエッセンシャルワーカー、とりわけケア労働者の低賃金が大問題となっ

ています。政府は、看護師、介護士、保育士、学童保育職員など、待遇改善を不十分ながら打ち出しましたが、

報じられていた僅か月額9,000円の引上げも遠く及びそうもありません。市が直接雇用するエッセンシャルワ

ーカー、また民間施設のエッセンシャルワーカーの待遇改善について、改めて市の対応をお伺いします。 

  次に、市政の在り方全般について、７点お伺いします。 
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  まず、情報公開の面からお伺いします。 

  令和２年度以来、施政方針から「情報公開」「説明責任」「開かれた市政」という言葉が消え、「情報の共

有」という言葉に置き換えられています。行政側が伝えたい情報を共有されるのは結構なことなわけでありま

すが、情報公開や説明責任の徹底が伴わなければ、市民は市政について知りたいことを知ることができないば

かりか、時には行政側に都合のよい情報のみ与えられるということにもなりかねません。 

  議会からの資料要求に対しても、年々公開の範囲が狭められているということをさきに指摘しましたが、こ

れでは市政のチェック機関としての議会の役割を果たすこともできません。なぜ施政方針から「情報公開」

「説明責任」「開かれた市政」という言葉が消えたのかお伺いします。 

  置き換えられた「情報の共有」では、それらの役割が果たせずに不十分だと思うんですが、これまで重ねて

開かれた市政を標榜されてきた尾崎市政の根本が問われる問題だと思いますので、お伺いします。いかがでし

ょうか。 

  次に、現在の社会経済情勢の認識についてお伺いします。 

  施政方針では、コロナ克服後の成長と分配の好循環による新しい資本主義について触れられております。先

週、内閣府が年代別の世帯所得分布の資料を公表したことが報道されました。2019年までの25年間で、所得分

布の中央値が、35歳から44歳のグループでは104万円下落し、18％の減少、45歳から54歳のグループでは184万

円が下落し、26％の減少となっております。しかも、これは再分配後の所得です。 

  当市の市民においても、この状況は変わりないと思うのですが、いかがでしょうか。このような状況を何が

生み出していると考えられるか、見解を伺います。 

  次に、2020年度以降、３年目に入ろうとするコロナ禍で、経済活動の停滞や、非正規を中心とした雇用環境

の悪化は御承知のとおりです。したがって、内閣府の統計をさらに超えるような深刻な事態が現在も続いてい

ると考えられますが、いかがでしょうか。 

  国民の命と健康を守り抜くことが最優先の課題であるというのであれば、こういった状況で暮らしに係る公

的な負担を軽減し、必要な給付を真に必要なものなどと線引きをしないで、施策を展開されることが求められ

ると思うのですが、いかがでしょうか。 

  次に、持続可能な行財政運営の推進についてお伺いします。 

  99事業の廃止・縮小では、少子高齢化による社会保障関係費の増大と担税力の低下、直面する公共施設更新

による財政需要の３つの理由に、将来の財政逼迫が示されていました。施政方針では、限られた財源や人的資

源を有効活用し、優先順位を踏まえた取組が必要となっているとあります。 

  公共施設等管理計画では、平成29年からの60年間で将来の建築系公共施設の更新費用は940億円、年平均16

億円とし、平成22から26年度の建築系公共施設の工事請負額の年平均７億円と比較して、今後年平均９億円の

不足が見込まれるとされております。 

  平成22から26年度に建築系公共施設工事は何があり、幾らかかったのでしょうか。また、それに要した一般

財源は幾らでしたでしょうか。また、令和２年度までの期間についても同様にお伺いします。 

  次に、公共施設更新計画にある建築年度別の延べ床面積の状況というグラフを見ますと、公共施設整備の全

体の山の一番低いところを基準としています。なぜこの期間の平均額を基準として、今後年平均９億円の不足

が見込まれると言えるのでしょうか、お伺いします。 

  次に、99事業の廃止・縮小による財源確保との関係でお伺いしますが、公共施設等総合管理計画では、維持
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管理費用を含め、将来の建築系公共施設の維持管理費用を、平成25年度実績を用いて、年33.6億円とし、この

うちの47％が人件費となっています。国土交通省の平成30年11月30日、国土交通省所管分野における社会資本

の将来の維持管理更新費用の推計を見ますと、維持管理費の定義は、施設、設備、構造物等の機能の維持のた

めに必要となる調査、点検・診断、補修・修繕などの費用とあり、施設の稼働に伴う人件費は含まれておりま

せん。なぜ当市の計算ではランニングコストである人件費などが負債として認識されるのかお伺いします。 

  最後に、総務委員会の陳情審査の質疑の際にも、市は新しい施策を取り入れるには、スクラップ・アンド・

ビルドでこれまでの施策を見直すしかないと説明されましたが、実際に99事業の廃止・縮小では、ジェンダー、

国際理解、気候危機など、むしろこれから重要性が高まる真剣に考えなければならない施策が真っ先に対象と

なりました。 

  例えば気候危機対策では、区域施策をつくっている自治体は、島嶼部を除く75％になっておりますが、当市

にはありません。なぜこれが持続可能な行財政運営となるのか、市の見解をお伺いします。 

  以上です。 

○企画財政部長（神山 尚君） 全部で12点ほど質疑を頂戴いたしました。私のほうからは１点目、４点目、６

点目、８点目、12点目をお答えいたします。公共施設の更新の関係は、公共施設等マネジメント課長から、ま

たそれ以外は各担当からお答えさせていただきます。 

  １点目の財政調整基金につきましては、条例により、年度間の財源の調整及び財政の健全な運営に必要な資

金として積み立てているものでございます。令和４年度は、財政調整基金を約10億7,000万円取り崩すもので

ありますが、感染症対策だけでなく、市の重要施策として行う子ども・子育て支援施策や健康・高齢者施策、

公共施設老朽化対策など様々な事業に活用してございます。 

  財政調整基金につきましては、不測の事態へ備えるという役割もございますが、コロナ対策におきましては、

国が昨年末に過去最大55.7兆円の経済対策を講じ、子育て世帯臨時特別給付金、子供１人10万円の給付や、生

活困窮者自立支援金申請期間の延長、住民税非課税世帯に10万円の給付、さらに家計急変世帯には本年９月ま

で給付の申請を可とするなど、現時点においても継続して生活環境に配慮した対策が講じられているものと考

えてございます。 

  次に、４点目の学生の関係でございます。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、若者の学びに関する支援は、我が国全体の課題であると考

えてございます。学生生活への不適応等への対応については、国において、これまで各大学や高等専門学校等

に対し、その対策を求める通知が出されてございます。 

  その内容は、学生の学習機会の確保や相談体制の整備、情報発信を求めるものであり、感染症の影響の下に

あっても、学びの機会を失わず、学生が孤独・孤立に陥ることのないよう、学生に寄り添い、困難や不安を抱

える学生の目線に立った対応を求めるものでございます。これは学生の状況を熟知した各大学や高等専門学校

等において、これらの取組が進むといったことを期待しているところでございます。 

  次に、６点目の開かれた市政の推進等に関する表記についてでございますが、この取組に関しましては、施

政方針の記載の有無にかかわらず、第四次基本計画で定める普遍的な取組であると考えております。また、令

和４年度から始まる第五次基本計画におきましては、市民参加と協働の推進や、市と市民との情報共有の推進

に取り組んでいくとしておりますが、引き続き市民の皆様の市政に対する理解と信頼を得るため、適切な情報

公開と説明責任を果たすとともに、市民の皆様の御意見を参考にしながら市政運営を行うことが重要であると
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考えてございます。今後も市民の皆様の御意見に耳を傾け、市政運営に取り組んでまいります。 

  次に、８点目のコロナ禍における国の対策でございますが、内閣府が発表いたしました令和４年２月の月例

経済報告で、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されており、引き続き感染症の国民生活への影響が続いているものと考えてお

ります。 

  国におきましては、感染拡大の状況に応じて真に困窮している方々に対し、公的負担の軽減や必要な給付支

援が行われ、効果的な対策が取られているものと考えており、これらの取組の効果が出ているということを期

待しておりますし、効果も出ていると考えております。 

  あと、私のほうからは最後、12点目の業務分析の関係でございます。 

  専門的なコンサルタント事業者が、市の事務事業について今後の課題等も勘案し、必需性、有効性、代替可

能性という視点で分析し、廃止・縮小の候補を選定しました。市では、この分析結果を踏まえ、市として総合

的に検討を行い、廃止・縮小する99事業を決定いたしました。 

  廃止・縮小する事務事業については、それらが属する分野自体を廃止・縮小するのではなく、費用対効果、

重複・類似事業の解消、時代適合性、実施主体の適正化の視点により、実施する事務事業の最適化を図るとい

うものでございます。これにより創出された財源や人的資源は、新たな行政課題への対応に回すなど最大限有

効活用を図り、持続可能な市政運営を目指した取組を進めてまいります。 

  以上です。 

○委員長（荒幡伸一君） ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時４１分 休憩 

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

午前１０時４９分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉部長（川口荘一君） 私からは２点目と３点目の御質疑に関しましてお答え申し上げます。 

  初めに、２点目の御質疑、市内診療所等への支援についてでありますが、令和３年度におきましては、ワク

チン接種に関しまして多大なる御協力をいただきました。市におきましては、ワクチン接種医療機関等協力金

を補正予算に計上し、医療機関等に対しまして協力金による支援を行ったところでございます。 

  令和４年度におきましては、今後の新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、医療機関等に対しまし

て、新たな対応、協力、そういったものを求めることが必要となる場合におきましては、国の対処方針、また

東京都の対応に基づきまして、その協力等に係る支援を含めまして、東大和市医師会など関係機関と協議して

まいりたいと考えてございます。 

  それと、自宅療養となった方への支援についてでありますけれども、現在市におきましては食料品等の配送、

また療養生活に関する相談への助言などを行っているところでございます。 

  令和４年度におきましても、東京都多摩立川保健所と連携しまして、令和３年度における対応を基本とし、

それぞれの役割等を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えてございます。 

  なお、自宅療養となった方の相談用としての専用ダイヤルの設置等につきましては、現時点で予定はござい

ませんので、設置等に必要な経費の一般財源の所要額についても算定はしてございません。 

  続いて、３点目の御質疑で所得が低い方への現金給付等の支援についてでありますけれども、市におきまし
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ては現在住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、そ

して子育て世帯生活支援特別給付金、こういった支援を行っているところでございます。 

  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金につきましては、令和４年９月まで制度を御案内しまして、家

計が急変した世帯の生活を支援することとしております。また、就労による自立が困難な方に対しましては、

引き続き丁寧に相談に応じるとともに、生活保護の受給につきましても御案内してまいりたいと考えてござい

ます。 

  私からは以上です。 

○総務部長（阿部晴彦君） ５点目の市が直接雇用いたしますエッセンシャルワーカーについてでありますが、

国の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に伴いまして、公的部門の対象施設に狭山保育園が該

当することから、保育士等の会計年度任用職員につきましては、令和４年２月から報酬時間額の改定を行って

おります。 

  以上でございます。 

○課税課長（星野宏徳君） ７点目の当市における25年間の世代別世帯所得の分布の状況につきまして御質疑い

ただきましたが、所得の分布図及びその中央値の情報につきましては、現在保有しておりませんので、平成31

年度と、25年前の平成７年度の全体の所得から、納税義務者で割った１人当たりの所得額の差額で御答弁いた

します。平成31年度と平成７年度を比較しますと、所得は約75万円、約20％の減額となっております。 

  次に、このような状況を生み出している原因につきましては、所得等の傾向につきましてはつかんでおると

ころでございますが、その原因につきましては分析しておりません。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 私のほうからは民間施設エッセンシャルワーカーの待遇改善についてというところ

でございます。 

  私立保育園につきましては、先日、補正予算の議決をいただいたところであります。私立保育園につきまし

ては、賃金改善計画書と補助金交付申請書を求めて、年度内に支払いが行われるようにということで努めてご

ざいます。令和４年度につきましては、４月から９月分を補正予算により対応していきたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 私のほうからは学童保育所指導員の関係についてでございます。 

  公立及び民設の学童保育所に勤務する学童保育所指導員の処遇改善につきましても、国の処遇改善に合わせ

まして、保育施設と同様に対応していきたいというふうに考えでございます。令和４年の２月、３月分につき

ましては、補助金交付申請書と賃金改善計画等に基づき、年度内に支払いが行えるように努めてまいります。

令和４年度におきましては、補正予算により対応していきたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 私のほうからはエッセンシャルワーカーの１つである介護事業所の職員の処遇

改善につきまして御説明いたします。 

  こちらの職の処遇改善につきましては、月額9,000円、率にいたしまして約３％の増額を目的に、都道府県

による人件費の直接補助、この事業が令和４年２月から開始されたところであります。 

  なお、この補助金につきましては、同年、令和４年９月末日まで行われるものでございまして、10月以降は



 

－20－ 

介護報酬改定として処遇改善を図る方向で、現在国の社会保障審議会において検討しているということでござ

います。市といたしましては、引き続き情報の収集に努めてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） では、私からは９点目、10点目、11点目につきましての御質疑

の御答弁を申し上げます。 

  まず、９点目の御質疑でございますが、建築系公共施設の工事費についてでございます。 

  平成22年度から平成26年度までの５年間の主な建築系公共施設工事といたしましては、第一中学校及び第四

中学校校舎の耐震補強工事、小学校校舎の耐震補強工事12校分、中学校冷房設備設置工事、中央公民館空調設

備改修工事、小学校体育館耐震補強工事９校分、中学校体育館耐震補強工事２校分などがあります。実施設計

と管理委託を含む工事費用の合計金額は約42億1,919万円であります。一般財源の金額は合計約８億541万円で

あります。 

  次に、平成27年度から令和２年度までの６年間の主な建築系公共施設工事でありますが、学校給食センター

新築工事、本庁舎及び現業棟耐震補強工事、小学校特別教室冷暖房設備工事、中学校特別教室冷暖房設備工事、

小中学校体育館空調設備設置工事などであります。実施設計と管理委託を含む工事費用の合計金額は約86億

4,068万円であります。一般財源の金額は合計約８億6,686万円であります。 

  次に、10点目の御質疑でございます。建築年度別の延べ床面積の状況についてでありますが、こちらは公共

施設等総合管理計画の10ページに掲載しておりますグラフでありますが、平成27年度までに整備いたしました

建築系の公共施設について、年度別に延べ床面積の状況を示すものであり、当該計画を策定した時点の建築系

の公共施設のうち、30年以上経過している延べ床面積の割合を示したものであります。 

  年平均９億円の不足についてでありますが、公共施設等総合管理計画におきまして、2017年度から2076年度

までの60年間の更新費用の総額を約940億円と推計したことにより、１年当たりの平均額を約16億円と見込み

ました。これに対しまして、平成22年度から平成26年度までの建築系の公共施設に係る工事請負費の１年当た

りの平均額を約７億円と算出したものであります。 

  更新費用の推計約16億円に対しまして、平成22年度から平成26年度までの建築系の公共施設に係る工事請負

費約７億円が更新費用に充当できる金額と想定いたしまして、その差額である約９億円を不足額としたもので

あります。 

  次に、11点目の御質疑であります。市では、毎年度事務事業評価を実施しておりますが、この評価の様式に

おいて、各事業の実施に係る経費といたしまして、事業費、人件費を記載しております。建築系の公共施設に

おける市民サービスでありますが、職員の配置により、また指定管理者によりまして、施設の設置目的を達成

するための事業運営を行うために必要な経費として、人件費や指定管理委託料を建築系の公共施設のコストと

して算出することは必要であると捉えております。 

  以上であります。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、総括質疑を終了いたします。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 次に、令和４年度東大和市一般会計予算の歳入について、一括して質疑を行います。 



 

－21－ 

  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、予算書等のページ数を示した上で発言されますようお願いいたします。 

○委員（佐竹康彦君） それでは、何点か伺います。 

  予算書16ページから始まります市税についてでございます。令和４年度の市税収入の積算根拠の詳細につい

て、事前に御説明書でも頂いておりますけれども、改めて詳細について伺いたいと思います。特に個人の現年

課税分、また法人税の現年課税分につきましては、この間のコロナの影響等も大きくあるかと思いますので、

そこら辺についても詳細にお伺いできればと思います。 

  続きまして、同じく16ページから始まります市税に関しまして、市税全般に関します徴税業務について、令

和４年度の取組の詳細を伺いたいと思います。また、その中でも滞納繰越分の徴収の向上など、トピックがご

ざいましたら詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

  続きまして、予算書42ページから43ページ、地方交付税でございます。普通交付税につきましては、昨年度

比で大幅に増額されております。その背景、詳細について伺いたいと思います。また、それが市の財政にどの

ように影響を与えるのかについても伺いたいと思います。 

  続きまして、予算書64ページから65ページ、都支出金の都補助金でございます。市町村総合交付金につきま

して、頂きました御説明書の中では、市におきます対象事業の見込みを考慮してるというふうなことが記載さ

れてございます。事業の増加があるというふうに認識しておりますけれども、事業の増加に伴います交付金の

増額ということにつきまして、事業内容の詳細と、令和４年度の市政に与える影響について、どのように捉え

ているのか伺いたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○課税課長（星野宏徳君） 予算書16から19ページ、市民税個人及び法人の現年課税分の積算根拠の詳細につい

てでございますが、まず個人市民税現年課税分の積算根拠についてでございます。市民税個人で全体で見ます

と、令和４年度当初予算は、対前年度当初予算比で0.03％、約160万円の増としております。 

  こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減額した令和３年度の予算と同規模

になるのではないかと想定しております。内訳としましては、普通徴収分が3.2％、約3,470万円の減、給与特

別徴収分が1.1％、約3,970万円の増、年金特別徴収分が1.4％、約340万円の減となっております。 

  まず、普通徴収の減額の主な理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、営業所得等

の収益の減少によるものと見込んでおります。 

  次に、給与特別徴収分の増額の理由といたしましては、納税義務者数の増加による増額を見込んでおります。 

  次に、年金特別徴収分につきましては、高齢者人口の増加によりまして、年金受給者数は増加傾向にありま

すが、課税対象の年金受給者が減少し、非課税対象の年金受給者が増加しておりますことから、減額を見込ん

でおります。 

  次に、法人市民税現年課税分の積算根拠の詳細についてでございますが、令和４年度当初予算は、対前年度

当初予算比で0.1％、20万8,000円の微減としております。微減とした主な理由といたしましては、個人市民税

と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減額した令和３年度予算と同規模になるのではない

かと想定しております。 

  また、令和３年度と令和２年度の決算ベースで比較しますと、大幅な減収が見込まれますことから、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、法人の業績の影響が令和４年度も続いていくことを鑑み、令和３年度予算
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と同規模と見込んでおります。 

  以上でございます。 

○納税課長（中野哲也君） 予算書16ページから23ページ、市税全般に関する徴税業務についての御質疑でござ

います。 

  令和４年度の取組といたしましては、戦略的な現年課税分の対策と計画的な滞納整理の実践を展開していき

たいと考えております。具体的には令和４年１月４日より取扱いを開始いたしました電子マネーによる市税等

の納付についてでございますが、今年５月から７月にかけて、納税者の皆様に送らせていただきます納税通知

書に電子マネーによる市税等の納付の御案内を同封させていただくものでございます。これは新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止に加えて、さらなる納税者の利便性向上を図りながら、市税納付を実現するというもの

に取り組んだものでございます。 

  電子マネーによる市税等の納付により、市役所や金融機関、コンビニエンスストアなどに出かける必要がな

く、いつでもどこでも納付が可能となりました。また、市税等の納付におけるキャッシュレス決済につきまし

ては、インターネットを利用したクレジットカードでの納付や、モバイルレジによる納付が既に可能となって

おります。このように納付環境の整備に伴いまして、納期内納付率が向上していくものと認識しております。 

  一方で、納税管理及び徴収補助等業務委託によりコールセンターを設置しまして、現年課税分において納付

が確認できない納税者に対しましては、速やかに納付案内することで、新規滞納の発生を未然に防いでいく取

組を実践しているところでございます。 

  その結果、滞納処分という租税債権の強制的実現手続に関連する事務自体が減少しまして、徴収業務の効率

化が図られております。従前より取り組んでいる執行停止及び不納欠損処理を重視した滞納整理が遅滞なく着

実に進んでいくものと考えております。 

  近況でございますが、市税滞納繰越分調定額の類似団体との比較においては、かつて長期滞納案件の対策の

遅れが生じまして、水をあけられた状態であったものが、徴税吏員の計画性を持って長期滞納案件に取り組め

る組織的基盤が構築されたことで、今では類似団体と同水準の調定額規模となってきております。 

  また、業務効率化といった観点では、定型的な業務の自動化の取組といたしまして、それぞれの機関から送

られてくる市税等の収納情報を、基幹系システムに自動で反映するＲＰＡを導入し、収納管理事務の処理の迅

速化と事務の誤謬の低減を図り、業務効率化を実現していきたいと考えております。 

  現在高い水準で収納率の向上が実現できておりますことから、それを安定的に伸長し続けることで、当該業

務委託の成果として考えていた市税全体収納率を毎年度0.3ポイント以上改善していくといった当初の目標を

実現していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○企画財政部長（神山 尚君） 予算書の42ページ、交付税の関係でございます。 

  普通交付税につきましては、地方財政計画等を参考に予算計上したものでございます。国の地方交付税の予

算が前年度比で3.5％増となったと。これは国税の上振れ等によるものでございますが、またそれに加えまし

て新たな算定項目として、地域デジタル社会推進費等の項目も加わっておりますことから、大幅な増額となっ

ております。 

  一方、臨時財政対策債は、国から抑制を図ることが示され、大幅な減額となっておりますので、そのあたり

は交付税と臨時財政対策債のバランスを考えた上での予算編成となってございます。 
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  ２点目の予算書の64ページの総合交付金の関係でございます。 

  市町村総合交付金の増額についてでございますが、主には普通建設事業費の増に伴い交付金を増額したもの

で、まちづくり振興割が増額となったことによります。工事費の額と連動して交付金が増えていくような、そ

ういう仕組みがございまして、令和４年度につきましては、庁舎の空調等、老朽化対策等が工事が結構入って

おりますので、それで上振れしているというようなところでございます。 

  特定財源の確保に努めまして、今まで増額を図ってきたところです。引き続き事業の実施に向けまして、特

定財源の確保に努め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） 何点か伺います。 

  16ページ、先ほど、今も御説明ありましたけども、市税、市民税のところで、国の地方財政計画との違いを

ちょっと伺いたいと思います。国の地方財政計画では、地方税は8.3％伸びて、地方譲与税と合わせると過去

の地方財政計画及び決算額のいずれと比較しても、過去最高を見込んでいます。東大和市の場合は、市税で

0.77％の増、市民税は減を見込んでいるということで、国の見込みと市の見込みの違いについて説明していた

だきたいと思います。 

  それから、42ページの今御説明あった普通地方交付税と、94ページの臨時財政対策債の関係ですけれども、

普通交付税は７億4,000万円増えて22億円と、臨時財政対策債は６億円減って10億円というふうになっていま

す。国の地方財政対策では、税収増によって地方交付税の財源不足が発生しなかったため、臨時財政対策債の

発行は過去の償還分だけの発行となり、臨時財政対策債創設年の2001年度に次ぐ低水準となっていると。東大

和市の場合は、2001年度の臨時財政対策債発行額は３億4,500万円で、それに次ぐ低い発行額は2008年の６億

7,400万円です。 

  東大和市の臨時財政対策債発行額10億円は、当年度の臨時財政対策債返済額と相応しているっていう理解で

いいのか伺います。 

  また、令和４年度についても、地方税収が過去最高を見込んでいるので、国はですね、令和５年度について

も交付税財源は不足せず、普通交付税が増えて、臨時財政対策債は最小限に抑えられる可能性が高いと考えら

れますけども、市の見込みを伺います。 

  それから、47ページの保育園入園者保育料と、49ページ、市立保育園入園者保育料のところで聞いたらいい

のかと思いますが、幼保無償化以前と比べて、市の保育料負担は幾ら軽減されているのか、軽減された分をど

のように活用するのか伺います。 

  保育の無償化に伴って、副食費の徴収が行われていますが、副食費も含めて無償とした場合の市の負担につ

いて伺いたいと思うんですが、91ページでは、市立保育園利用者給食費徴収金は、狭山保育園の３歳児以上の

延べ540人から月4,500円の副食費を徴収するものだと思います。 

  参考資料の56ページでは、管内の私立保育園の３歳児以上の人数が延べで１万2,670人となっていますので、

市内の市立と私立の保育園で徴収されている副食費の合計は5,944万5,000円となります。ほかに認定こども園

や幼稚園の３歳以上の副食費も含めて徴収しないことにすると、市の負担は幾らになるのかっていうことを伺

いたいと思います。 

  それから、49ページの総務管理使用料、53ページ、教育使用料などについて、2020年９月の市長決裁に基

づいて、公民館等の使用料値上げは令和４年度は行わない予算になっているという理解でいいのか伺います。 
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  また、市長決裁に基づいて減価償却費を原価に算入すると、全体として施設使用料が値上げになることにな

るし、当面の維持管理費だけではなくて、建て替え費用の一部も使用料に財源を求めることになるという理解

でいいのか伺います。 

  それから、令和４年度の減価償却費の原価算入は行わないという理解でいいのか伺います。 

  また、同市長決裁では、減額免除規定についても見直して、真にやむを得ない場合に限定するというふうに

していますけれども、このことによって、社会教育団体による学校体育館や校庭などの使用料も徴収すること

になるのか、またその可能性があるのか伺います。 

  令和４年度予算ではこれは行わないという理解でいいのか、これについても伺います。 

  それから、49ページ、市立保育園入園者保育料、狭山保育園の段階的な廃園による児童数の減を見込んだっ

ていう説明でしたけども、市のホームページの例規集では、市立保育園設置条例施行規則を見ると、２歳未満

児24人、２歳以上児81人で、計105人が定員というふうになっています。令和４年度の定員は何人減少して何

人になったのか伺います。 

  これは施行規則が変わって─変えられているのか、もしくは変えたけど、ホームページの更新が遅れて

いるのか、そこら辺もちょっと伺います。 

  それから、65ページの市町村総合交付金で13億2,526万1,000円が計上されています。２月28日に令和３年度

の市町村総合交付金が確定し、東大和市分が、これは令和３年分ですけど、14億1,480万6,000円でした。この

市町村総合交付金の総額は、令和２年度580億円、令和３年度585億円ですけども、令和４年度、この総額がど

うなっているのか伺います。 

  それから、69ページの東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金、この内容について伺います。 

  それから、82ページの繰越金２億円というところに関連してですけども、今言及しましたけど、２月28日に

令和３年度の東京都市町村総合交付金の東大和市への交付額が決定し、令和３年度予算での計上より２億

8,380万6,000円多い14億1,480万6,000円となりました。この２億8,380万6,000円については、これに対応する

支出があるわけではないので、そのまま令和４年度予算の前年度繰越金の増額というふうになっていくという

理解でいいのか伺います。 

○課税課長（星野宏徳君） 予算書16ページ、国の見込みと市の見込みの違いの理由についてでございますが、

当市におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、市税収入の先行きが不透明であり、

また固定資産税につきましては、地価の下落による時点修正、法人市民税につきましては、法人の収益が昨年

度に比べてマイナスであることを鑑みまして、地方財政計画の数値に向かうにはもう少し時間がかかるのでは

ないかと見込んでおります。 

  また、市民税につきましては、令和３年中の所得に対して課するため、令和４年度の歳入は引き続き厳しい

状況になるものと考えております。 

  以上でございます。 

○企画財政部長（神山 尚君） 予算書の42ページと94ページの関係です。臨時財政対策債の関係でございます。 

  臨時財政対策債は、本来普通交付税で措置されるべき交付額に対して、国の予算が不足するため、借入れを

認められている地方債でございます。この臨時財政対策債は、後年度、理論上では当該年度の元利償還額が地

方交付税の基準財政需要額に算入されることで、財源措置されることになっているものでありますが、発行可

能額との関連というものはございません。 
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  また、令和５年度についてでありますが、国の財政状況によって、必ずしも現在の状況が継続するものでは

ないことでありますので、次年度の地方財政対策等を参考に予算を見積もっていくということを考えてござい

ます。 

  次に、ちょっと飛ばしまして、６問目です。予算書の65ページの市町村総合交付金の関係でございます。 

  令和４年度の東京都の市町村総合交付金の予算額は588億円となってございます。 

  また飛ばしまして、８問目になるかと思います。予算書82ページの繰越金に関連してということの総合交付

金のお話でございます。 

  市町村総合交付金の予算額と交付額の差でございますが、そのまま決算剰余金となるというものではござい

ません。令和３年度中に増額補正している工事などに係る市の一般財源について、総合交付金が充当できるよ

う可能な限り要望しており、それらを東京都で算定した結果、各市町村への交付額が決定されるものでござい

ますので、交付額が増えた分、市の一般財源での負担が抑えられるというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○保育課長（関田孝志君） 予算書47ページ、保育園入園者保育料、49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が、およそ9,000万円の歳

入増であります。その財源につきましては、施設整備や運営費など、保育の充実に充てているところでござい

ます。 

  副食費を無償化した場合の費用につきましては、全てを含め、およそ１億円程度になるという見込みでござ

います。 

  以上でございます。 

○企画財政部副参事（木村 西君） 予算書49ページ、また53ページの使用料についてでございます。 

  施設の設置目的に沿った利用の際の使用料の徴収等につきましては、新型コロナウイルス感染症の市民への

影響などを考慮しまして、今後の状況を見ながら、実施時期を改めて検討することとしております。現在の新

型コロナウイルス感染状況下におきまして、実施時期の検討はしておりません。したがいまして、歳入の際の

反映はしていないという状況でございます。 

  また、減価償却費の原価への算入につきましては、現に使用しております建物の建設費を原価算入すること

になると考えております。したがいまして、施設を建てた場合は、建て替え後に原価へ算入することになると

考えております。 

  その他、減額・免除などを含めました使用料・手数料等の在り方に関しましては、今後実施時期の目途を決

めまして、現行の使用料・手数料見直しに係る基本方針の改定に着手いたしますので、その改定案によりまし

て、金額あるいは減免等も併せて御説明したいと考えてございます。 

  繰り返しになりますが、令和４年度の当初予算には、令和２年９月の使用料・手数料等のあり方における市

の方針の内容について反映していないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○子育て支援部副参事（榎本 豊君） 予算書49ページ、市立保育園入園者保育料についてでありますが、令和

４年度の狭山保育園の受入れ人数は、定員から40人減って、65人となる予定でございます。なお、市立保育園

設置条例施行規則の改正につきましては、現在手続中でございます。 
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  以上です。 

○都市建設部副参事（梅山直人君） 予算書69ページ、東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金についてで

ありますが、東京都ではブロック塀等の耐震化事業等を実施する区市町村に対し、その事業に要する経費の一

部を補助しております。令和４年度歳出予算において計上した通行障害建築物となる組積造の塀耐震化助成金

に係る東京都補助金の計上であります。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） 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２９分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（森田真一君） ４点お伺いします。 

  予算書22ページ、参考資料19ページの都市計画税なんですが、都市計画税の歳入額９億7,118万円は0.2％の

微増であるのに対して、参考資料にあります都市計画税充当額の合計額は７億4,570万円と、剰余金が昨年の

２倍の２億2,617万円となりますが、この剰余金の処分の方法についてお伺いします。 

  次に、予算書42ページの地方特別交付税ですが、前年度から2,000万円減っての同額の１億円ということに

なりますか、その内訳をお伺いします。毎年伺ってますが、よろしくお願いします。 

  また、過去10年間ばかり見ると１億2,000万円を下回ったことはなかったかと思うんですけども、2,000万円

の減額を見込んだ理由などについてもお伺いします。 

  また、特別地方交付税、2015年決算で２億円近くまで行った後、この間、若干減少傾向続いているように見

受けられるんですが、理由を伺います。 

  それから、３点目に予算書の51ページの道路占用料、特定公共物占用料です。道路占用料等徴収条例の別表

第２条関係の法第32条第１項第２号に掲げる物件について、毎年教えていただいていますけども、令和３年度

の道路占用料の徴収額と賦課徴収額について、資料も頂きましてありがとうございました。 

  特定公共占用物について、同様に同じ別表第２条関係の法32条第１項第２号に掲げる物件に係る外径別９区

分ごとの賦課徴収額を─令和３年度の賦課徴収額をお伺いします。 

  また、昨年も伺いましたが、地下埋設物、電柱・電線の増加傾向について、前回の答弁同様、続く傾向と見

ていいのか教えてください。 

  それから、４つ目に予算書の80ページ、参考資料27ページ、財政調整基金なんですが、令和４年度末の財政

調整基金残高見込額が11億5,045万円となっています。今度変えたということなんですが、基金残高の目安を

標準財政規模の12％とすると20億円ということになりますが、そうすると８億5,000万円の不足ということに

なるかと思います。 

  一方で、当年度の途中では、決算において前年度からの繰越金が生じて、財政調整基金に充当されることに

なると思いますが、これが一旦財政調整基金に積んで、令和４年度に活用可能な財源となることで理解でよろ

しいでしょうか。 

  繰越金の額は、平成25年度から令和２年までの間通じて12億円を下回ったことがないというふうに理解して

るんですが、そういう推移をしてるということでよろしいでしょうか。 
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○企画財政部長（神山 尚君） １点目、予算書の22ページの関係です。都市計画税の関係でございます。 

  都市計画税につきましては、決算において使途剰余金が発生した場合に、後年度の都市計画事業に要する費

用に充てるための財源として、公共施設等整備基金に留保しているものでございます。 

  次は、２点目の予算書42ページ、特別交付税の関係です。 

  令和４年度の内訳ですが、二次救急指定病院に対する救急医療体制整備事業補助約3,400万円、地方バスに

係る経費約1,900万円、昭和病院に係る経費約1,000万円、自転車等駐車場に係る経費約100万円、その他の事

業に係る経費約3,600万円でございます。 

  次がちょっと一つ飛ばしまして、予算書80ページ、財政調整基金の関係でございます。 

  財政調整基金につきましては、標準財政規模と基金の現在高の考え方につきましては、今委員がおっしゃら

れたとおりでございます。ただ、令和４年度に向けては社会保障費等がどんどん増えていく中で、財調の役割

というのも大きくなっていきます。それから、様々な行政需要が増えておりますので、今後ですね、先ほど他

の委員にもお話ししましたけど、基金の重要性というのが高まっております。 

  そういうことからも、行政改革大綱で目標とする残高を、標準財政規模の10％から12％に引き上げていると

いうようなことがございますので、委員のほうでお尋ねがありましたのは、10％の維持という前提でございま

すが、今後は12％の維持っていうのを目指していきます。そういうことから、今後の運営に余裕が生じるとい

うところ、そこはちょっと異なるというふうに考えております。 

  以上です。 

○土木課長（寺島由紀夫君） ３点目になりますが、予算書51ページの道路占用料、特定公共物占用料の質疑で

ございます。 

  特定公共物占用料の令和３年度の実績につきまして、令和４年２月末日現在で答弁させていただきます。外

径別の９区分ごとの徴収額でございます。 

  まず、外径が0.07メートル未満のもの、こちらは徴収額が50万5,050円でございます。 

  外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの、９万1,047円でございます。 

  外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のものの徴収額が5,180円となってございます。 

  外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のものにつきましては１万9,980円でございます。 

  外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のものにつきましては3,120円でございます。 

  外径が0.3メートル以上のものにつきましては、対象物件はございません。 

  続きまして、地下埋設物、電柱・電線の増加の傾向ということでございますが、平成31年度から令和３年度

の実績を踏まえまして答弁させていただきます。 

  まず、令和２年度でございますが、平成31年度と比較しまして、電線の大幅な減を主な理由としまして、徴

収額が0.2％の減となってございますが、一時的なものと捉えてございます。 

  令和３年度につきましては、令和２年度と比較しまして、令和４年２月末日現在で71万7,000円、1.3％の増

となっておりますことから、今後も少しずつではございますが、増加していくのではないかということで推定

してございます。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） 歳入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〕 
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○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 引き続き、第２款総務費の質疑を行います。 

○委員（東口正美君） それでは、総務費について質疑させていただきます。 

  予算書110ページから広報活動費でございます。全ての市民に市政情報が適正に届くよう、市政の各戸配付

を会派として訴えてまいりましたけれども、令和４年度の取組を教えてください。また、分かりやすいホーム

ページの充実、ＬＩＮＥ等による市政情報が全ての市民にタイムリーに配信されることが重要だと考えますが、

どのように取り組んでいかれるのか伺います。 

  続きまして、予算書116ページから財産管理費の庁舎空調設備更新工事監理委託料、工事費でございますけ

れども、５億8,000万円ということで、公共施設等整備基金の取崩しを行っての大きな予算となっております

けれども、工事の内容、時期や市役所業務への影響、またこのたびの空調施設の更新はもちろん不具合が起き

たから行ってると思うんですけれども、この空調設備の耐用年数と庁舎本体の耐用年数との関係性、また今後

の庁舎更新工事の考え方等について伺いたいと思います。 

  続きまして、予算書122ページ、企画業務費、ポータルサイト手数料、ふるさと納税の令和４年の取組につ

いて伺います。返礼品の充実とどのように取り組んでいくのか。 

  続きまして、予算書125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による公共施設の

適正管理と業務の負担軽減、財政効果などについて伺います。 

  続きまして、予算書135ページ、電算管理費、社会保障・税番号制度の事業費、マイナポイント事業の詳細

と見込める効果、またマイナンバーカードのさらなる利活用について、令和４年度の取組を伺います。 

  続きまして、予算書136ページ、市民協働事業費、自治会補助金の関連につきまして、自治会の活性化につ

いて、令和４年度の取組について伺います。補助金をなかなか増やしていくということは難しい中で、東京都

が取り組んでおります地域の底力の補助金の横展開が東大和市でも積極的に行われることが望ましいと思いま

す。 

  特に新たに東京都が緊急に取り組むべき特定施策の推進につながる取組としまして、地域の底力を使った多

文化共生社会づくりや、また重要となりますデジタル活用支援なども予算化されておりますけれども、当市と

しても積極的に御活用いただけるよう、市の令和４年の取組について伺いたいと思います。 

  続きまして、予算書158ページ、賦課徴収費でございますけれども、新規計上の相続財産管理人選任予納金、

この事業の内容について伺います。 

  そして、予算書164ページ、戸籍住民基本台帳費、新規計上の戸籍システム修正等委託料及び戸籍システム

機器購入、事業内容と政策効果について伺います。 
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  以上です。 

○秘書広報課長（五十嵐孝雄君） 予算書110ページから113ページ、広報活動費についてでございます。 

  まず、１点目、市報の全戸配付についてでございます。こちらにつきましては、毎年度、予算編成時に実施

経費について試算させていただくなど、研究を続けさせていただいてるところです。令和４年度の予算編成に

おきまして試算させていただきましたところ、印刷経費と配付経費を合わせまして、およそ755万円の増額を

要すというような結果となりました。 

  全戸配付には、市政情報を市民の皆様に広くお伝えできるメリットというものがございますけれども、一方

で、こうした経費の増大に加えまして、最短でも配付に３日を要すというような状況が現在見えてございます

ので、情報伝達に差が生じるというような課題があるというふうに考えてございます。そういったものを踏ま

えますと、引き続きの研究課題であるというふうに認識しているところです。 

  ２点目にございました市の公式ホームページについてでございます。令和４年度につきましては、現在12月

を目途に取組を進めておりますけれども、ホームページの管理システムを変更させていただきまして、ウェブ

アクセシビリティーの確保でありますとか、アクセス負荷に関する安定性、あるいはスマートフォンでの閲覧

性の向上を図るというような部分で、内容の充実を図ってまいりたいということで、そちらに取り組んでいる

ところでございます。 

  最後、３つ目、公式ＳＮＳ等の活用についてということでございましたけれども、令和３年度につきまして

は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する情報などの発信におきまして、積極的に市公式ホーム

ページや公式ＳＮＳを活用させていただいたところです。そちらの活用をもちまして、即時性を持った情報発

信に努めてまいったというふうに認識してございます。引き続き同様の取組を通しまして、適時的確な情報発

信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。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 予算書116ページから119ページ、庁舎管理費の庁舎空調設備更新工事について

でございます。４点、御質疑いただきました。 

  初めに、１点目になります。工事の内容でございますが、本庁舎冷暖房の要となります設備の冷温水発生機

の経年劣化に伴いまして、今後の運用が危ぶまれましたことから、本庁舎内の空調設備一式を更新する切迫し

ました必要不可欠な工事でございます。 

  主な見直し点としましては、動力をガスから電気に変更したこと、また空調方式を中央空調方式から個別空

調方式に変更することで、運転のオン・オフや、また室内の温度調整がより柔軟に対応可能となります。さら

に、新たな換気設備に更新することで、換気性能の大幅な向上も見込めますことから、新型コロナ感染対策の

一環としても有効と考えております。 

  次に、２点目になります。工事は、10工区に分けて、工程順に着工していきます。この上で、工期について

でございますが、令和３年第４回定例会にて補正予算を御承認いただきましたことから、令和３年度から着工

し、令和４年度中に竣工する計画でございます。このうち空調機器の入替え作業は、主に６月から12月までを

予定しております。 

  なお、工事は、休日工事のほか、平日は夜間工事も見込んでおりますことから、市役所業務は平常どおりに

行ってまいります。また、繁忙期等で時間外勤務を要する部署につきましては、夜間は、会議棟に設置いたし

ます臨時執務室２部屋を用意しますが、こちらに移動して事務を継続して行ってまいります。 
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  続きまして、３点目になります。空調設備の耐用年数と庁舎本体の耐用年数との関係でございますが、空調

設備の耐用年数につきましては、おおむね20年から25年と見込んでおります。また、庁舎本体の耐用年数につ

きましては、東大和市公共施設再編計画におきまして、令和14年度に到達し、その後、令和17年度から23年度

の間で本庁舎の建て替え等の検討を行うとしております。再編計画を鑑みますと、空調設備は耐用年数まで有

効活用していくものと見込んでおります。 

  最後になります、４点目になりますが、市役所本庁舎の更新についてでございますが、建て替えの時期とし

ましては、公共施設再編計画におきましては、先ほどお話ししたとおり、令和17年度から令和23年度の間で建

て替え等の検討を行うこととしております。建て替えに際しましては、市役所庁舎敷地を中央区域とし、市役

所を中核としながら、周辺の行政機能の統合を検討することとしております。統合する具体的な公共施設につ

きましては、市域の中央という市民の皆様がアクセスしやすい立地を踏まえつつ、市役所や周辺施設の各種設

備を含めた更新時期などを見据えながら検討してまいります。 

  以上でございます。 

○企画課長（荒井亮二君） 予算書122ページから123ページ、企画業務費のふるさと納税についてでございます。 

  ふるさと納税の取組につきましては、これまでも変電所の保存等に関する寄附金、また一般寄附というとこ

ろで取り組んでございますが、令和４年度につきましては、変電所の保存等につきましては、引き続き市の取

組、周知ＰＲに力を入れて取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  また、一般寄附につきましては、やはり返礼品を拡充いたしますと早速効果が現れるといった事例も今年度

ありましたので、引き続き御協力いただけます事業者の方々の新規開拓ですとか、既存事業者の皆様の返礼品

の拡充等調整し、それらを図ることによりまして、歳入の増、また市内産業の振興という目的もございますの

で、これらを目指して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。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 予算書125ページの公共施設等マネジメント事業費の包括施設

管理業務委託における効果等についてでありますが、公共施設の適正管理といたしましては、公共施設の設備

等にあって、推奨更新期間を超過して使用し続けております設備が多数あります。経年劣化が進行している状

況にありますが、包括施設管理業務によりまして、更新や修繕等、緊急性が高いものに適正に対応できるよう

予算化することにつながったと考えております。 

  事務の負担軽減といたしまして、52施設の253業務の設備の管理等について、公共施設等マネジメント課に

おいて、契約事務、支払い事務を一本化しております。契約担当課、施設所管課におけます契約や支払いに係

る一連の事務に係ります労務の軽減につながっていると捉えております。 

  また、小学校・中学校の設備の不具合についてでありますが、包括施設管理業務におきましては、学校施設

の不具合等について、受託者が学校からの報告を受け、初期対応を図っております。令和３年４月から11月ま

での８か月間ですが、約250項目についての連絡を受けまして、学校に出向き、不具合の解消、あるいは現地

の確認などを行っております。この学校の初期対応の労務につきましては、教育施設担当職員の労務の軽減に

つながっていると考えております。 

  財政の効果でありますが、平成31年度からの債務負担の設定等により、その限度額の範囲内で包括施設管理

業務を実施しております。さきに申し上げました老朽化した設備等の優先度の判断、あるいは施設所管課の労

務の軽減により、顕在化はしておりませんが、一定の財政効果はあると考えております。将来に向けまして、
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包括施設管理業務の対象といたしました施設の各種設備について、それぞれの設備の更新時期の検討に向け、

劣化状況や推奨される更新時期についての情報を活用して考えてまいりたいと思っております。 

  以上であります。 

○情報管理課長（菊地 浩君） 予算書135ページ、社会保障・税番号制度推進事業におけるマイナポイント事

業の詳細と見込める効果等でございます。 

  マイナポイント事業は、現在マイナンバーカードの新規取得で5,000円分、健康保険証としての利用申込み

で7,500円分、公金受け取り口座の登録で7,500円分のマイナポイントが付与されるというものでございます。

これにより、さらなる消費活性化が見込まれるものと考えております。また、マイナンバーカードのさらなる

利活用につきましては、オンライン申請がしやすくなる環境整備に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○地域振興課長（石川正憲君） 予算書136、137ページ、市民協働事業費の自治会活動の活性化についての御質

疑でございますが、令和４年度の取組につきましては、引き続き自治会への加入促進に向けた周知啓発、また

補助金の利用促進に向けた取組を行ってまいります。周知啓発の取組につきましては、自治会の手引や自治会

案内のリーフレットなどにおいて自治会活動を広く紹介することで、地域における自治会の役割や加入におけ

るメリットなど、自治会の重要性を知っていただくことで、加入促進につなげていきたいと考えております。 

  補助金の利用促進に向けた取組といたしましては、市報、また市公式ホームページ、ＳＮＳ等、様々な媒体

を活用いたしまして、東京都や外部団体の補助金制度の情報、また他の自治会の補助金の活用事例など、補助

金の活用の促進につながる情報発信を積極的に行ってまいりたいと考えております。 

  また、補助金の活用を検討している自治会につきましては、補助金に関する相談や申請に関する書類作成の

助言など、補助金の活用に向けた支援も実施してまいります。 

  以上でございます。 

○課税課長（星野宏徳君） 予算書161ページ、賦課徴収費、相続財産管理人選任予納金の事業内容についてで

ございますが、相続人が不存在となった固定資産税につきまして、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立て

を行いまして、相続人不存在の資産の処分を進めることによりまして、市税収入の確保を図ることを目的とし

ております。 

  効果といたしましては、収入することができなかった市税につきまして収入することができるようになりま

す。また、付随する効果といたしまして、相続人不存在資産の処分が進むことにより、近年社会問題となって

おります空き家や所有者不明土地の解消、または発生予防が期待でき、そして新たな固定資産の所有者に対し

まして、固定資産税や住民税の歳入も期待できることとなります。 

  以上でございます。 

○市民課長（梶川義夫君） 予算書164ページ、165ページでございます。戸籍システム修正等委託料及び戸籍シ

ステム機器購入費の関係についてでございますが、今回は戸籍法の一部改正によりまして、必要となる戸籍シ

ステムの修正に伴うものでございます。 

  その修正の内容でございますが、戸籍事務にマイナンバー制度を導入いたしまして、法務大臣が戸籍の副本

に記載されている情報を利用しまして、親子関係その他の身分関係の存否を識別する情報を戸籍関係情報とい

たしまして作成し、戸籍情報連携システムというものに蓄積していきます。この戸籍情報連携システムという

ものが各自治体で参照できて、またデータの活用もできるようになるわけですが、こちらのシステムに当市も
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アクセスして、データの活用が図れるようにする修正が今回の内容となってございます。 

  これに伴う効果でございますが、４点ほどございます。 

  １点目は、戸籍事務の中での他自治体との事務連携でございます戸籍事務内連携といたしまして、戸籍情報

連携システムを活用することで、本籍地以外の市区町村の戸籍証明書の添付が不要となるものでございます。 

  ２点目は、同じく戸籍事務内連携といたしまして、戸籍証明書の広域交付が可能となるところでございます。

これによりまして、請求者御本人は最寄りの市区町村で戸籍証明書を請求することができます。 

  ３点目といたしましては、他の行政機関との情報連携という部分でございまして、社会保障手続等の際に戸

籍証明書の添付が不要となるということでございます。これに伴いまして、戸籍証明書の交付事務の負担軽減

が図れるというふうに認識しております。 

  最後ですが、同じく他の行政機関との情報連携といたしまして、行政間での戸籍電子証明書の提供が可能と

なるところでございます。これによりまして、同じく戸籍証明書の交付事務の負担軽減が図れるということを

認識しております。 

  なお、この戸籍情報連携システムへのアクセス等に必要な備品といたしまして、生体認証機器及びスキャナ

ーを購入するものでございます。 

  以上でございます。 

○委員（東口正美君） すみません、幾つか再質させていただきます。 

  まず、自治会の地域の底力では、特にデジタル活用のところが新しく東京都の項目に入りまして、高齢者の

方たちがやはりスマホが使えるようになるってことがこれからすごく大事なので、ここについての取組の強化

を考えて…… 

○委員長（荒幡伸一君） 質問者にすみません、ページ数をお願いします。 

○委員（東口正美君） すみません、予算書136ページ、すみません、自治会活動のところですけれども、特に

この補助金を使って、高齢者がスマホが使えるようなものを取り組んでいただきたいと思うんですけれども、

ぜひリードしてやっていただきたいと思うんですけど、この辺の考え方について伺います。 

  続きまして、予算書158ページの賦課徴収費の相続財産管理人選任予納金ですけれども、相続人がいないっ

ていうことが分かるのはどの時点なのか、生前なのか、そうじゃないのか、事前に自分には身寄りがないって

いうことが分かった場合に、事前に手を打つようなことができないのか、この点伺いたいと思います。 

  続きまして、予算書164ページの今詳細に戸籍台帳のシステムについて伺いましたけれども、そのような中

で今マイナンバーカードでコンビニで証明書が取れると思うんですが、今戸籍関係のものは取れないと思うん

ですけれども、このシステムを入れたことで、コンビニでの証明書発行についてはどのようになるのか、すみ

ません、お聞かせください。 

○地域振興課長（石川正憲君） 予算書136ページ、137ページ、市民協働事業費の自治会の活動の活性化につい

ての御質疑です。 

  補助金のほうの制度につきましては、新たに多文化共生社会づくり、またデジタル活用支援など、東京都の

ほうで予算化されております。その新しいものにつきましても、補助金の制度として、自治会のほうに周知啓

発していきたいなというふうに考えております。 

  また、そこで御質問等があれば、先ほども答弁させていただきましたが、検討している自治会につきまして

は、補助金に関する相談、また東京都のつなぎなど、あと申請に関する書類の作成の助言など、積極的に補助



 

－33－ 

金の活用に向けた支援を実施していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○課税課長（星野宏徳君） 予算書161ページ、賦課徴収費、相続財産管理人選任予納金についての御質疑いた

だいたところでございますが、相続人が不存在となることについて、生前なのか、お亡くなりになった後かと

いうところでございますが、課税課といたしましては、納税通知書を発送する段階で、納税通知書の宛先を特

定する必要がございます。 

  その際に、お亡くなりになった方がいらっしゃいますと、その方のまず相続に当たる人に対して、仮に納め

ていただく方を探すことになるんですけれども、その方たちが相続放棄などをしていただいた場合に、初めて

全ての方が、相続人が不存在という形になってくるかと思いますので、課税側としては、死後に当たって調査

を開始して、初めて相続人が不存在ということになるかと思います。 

  以上でございます。 

○市民課長（梶川義夫君） 予算書164ページの戸籍システムの修正の関係でございます。従前からあるコンビ

ニ交付との整合性というところでございます。 

  確かに戸籍につきましては、東大和市に戸籍がある場合、あるいは東大和市にお住まいでなくても、東大和

市に戸籍があれば、本籍地サービスというものがコンビニ交付で御利用できます。それ以外については、今ま

では郵送請求ということで、窓口にほとんどが郵送という形で御依頼されているところでございます。コンビ

ニ交付につきましては、これまでどおりという形です。 

  今回、このシステム改修によりまして、広域交付が可能ということになると、その辺利便性が高まるという

ことになるかと思います。また、広域交付の場合には、市区町村のほうに出向きますが、コンビニ交付の範囲

であれば、お近くのコンビニエンスストアにお寄りいただければ御利用できるということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午後 ０時 ３分 休憩 

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

午後 １時３０分 開議 

○副委員長（森田博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  副委員長の森田博之です。よろしくお願いいたします。 

  引き続き、第２款総務費の質疑を行います。 

○委員（上林真佐恵君） まず、予算書125ページの行政改革推進業務費です。この間、様々な事務事業の見直

しを行ってきたと思いますが、令和３年度に廃止した高齢者と障害者の家具転倒防止器具取付事業と介護サー

ビス利用者一部負担金助成の平成30年度決算額は幾らになるのか伺います。また、令和４年度に向けても必要

な事業だと考えますけれども、その点についての御認識を伺います。 

  次に、予算書133ページの社会保障・税番号制度推進事業費で、ここで何点か伺います。 

  国は、令和４年度中に全国民にマイナンバーカードを持たせるために総額１兆8,134億円を計上しています。

カードの取得を実質的に強制する動きが強まるというふうに私は懸念しているんですが、まず一つ目に、現在

の当市での取得状況と、来年度、市としてはどの程度の普及を目指して予算を組んだのか。具体的に市として、

どのような取組を行うのかということと併せて、先ほどマイナポイントの事業の話などもありましたが、市と
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してどのような取組を行うのか伺います。 

  ２点目として、昨年の市の御答弁では、マイナンバーを持つことは強制ではないというふうに認識されてい

るというふうにおっしゃってたんですが、引き続き強制とならないように留意する必要があると思うんですが、

その点についての御認識を伺います。 

  次に、普及が進んでない理由の一つとしては、個人情報やデータが蓄積されることに対する抵抗感や個人情

報保護に対する不安があると思うんですが、市としてこうした課題にどのように取り組むのか伺います。 

  次に、国は令和５年度末までに全ての医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用することを進めて

いますが、当市の状況と、あと市が来年度、この保険証利用のためにどのような取組を行うのか、こちらも具

体的な内容を伺います。 

  以上です。 

○企画財政部副参事（木村 西君） 予算書125ページ、行政改革推進業務費でございます。令和３年度に廃止

した事業のうち、高齢者の家具転倒防止器具取付け等の平成31年度の決算額ということでございますが、高齢

者の家具転倒防止器具取付けにつきましては27万4,231円、また在宅障害者支援事業の家具転倒防止器具の取

付けにつきましてはゼロ円、介護サービス利用者負担額一部負担金につきましては７万3,291円と把握してお

ります。 

  以上でございます。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書125ページ、行政改革推進業務費の家具転倒防止器具の取付事業と、そ

れから介護サービス利用者負担軽減事業、こちらの必要性ということでございますが、私どもとしては、まず

家具転倒防止器具につきましては、器具そのものがホームセンターで非常に安く調達できると、さらにはネッ

トでも、私どもの事業経費の２分の１程度の費用で調達可能であると、こういった事情を勘案いたしまして、

事業廃止を決定したということでございます。しかも、その状況というのは現在でも変わっておりませんので、

私どもの判断は変えておりません。 

  それから、もう一つ、介護保険利用者負担軽減事業でございますけれども、この事業につきましては、平成

12年４月に介護保険法が施行される際に、法の施行前からホームヘルプサービス事業の利用者に対しまして、

軽減緩和措置が必要であるということで導入されたものでございます。したがいまして、この事業そのものの

性質が暫定的な事業であると、こういう理解でございますので、令和４年度においてもこの事業を復活させる

考えはございません。 

  以上であります。 

○市民課長（梶川義夫君） 予算書133ページ、社会保障・税番号制度推進事業費、マイナンバーカードの交付

状況等につきまして、幾つか御質疑いただいております。私のほうから１点目と２点目について、お答えさせ

ていただきます。 

  現在の交付状況でございますが、令和４年１月末現在で３万8,611枚、交付率にすると45.3％でございます。

今後につきましては、マイナポイントの取得希望や、保険証の付加の利用等の伸び状況、推移によると思いま

す。実際どの程度伸びるかというのは、なかなか予測は難しいところでございます。実際、ただ窓口では、マ

イナンバーカードの交付数は増加傾向にあるということを認識しております。 

  令和４年度の市としての取組でございますが、申請しても取りに来られない方への督促のほか、転入者の方

へＩＤ入りの申請書を配布したり、市民課窓口でお待ちのお客様に対するカード申請の勧誘などについて取り
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組んでまいります。また、タブレット端末を活用しました出張申請受付によりまして、申請者の掘り起こしを

行ってまいりたいと考えております。さらにですが、引き続き申請者の方への無料写真撮影サービスを行って

まいります。 

  このほか、マイナンバーカードの利便性の向上といたしまして、コンビニエンスストアでの住民票等の交付

の周知につきまして、様々な機会を捉えて、広報やホームページ等々で行ってまいります。加えて、マイナポ

イント事業についても、引き続き窓口での設定支援を行ってまいります。 

  ２点目でございますが、マイナンバーカードの取得は強制と認識しているかということでございますが、強

制ではないということで認識しております。その認識に基づいて、交付事務を行ってるところでございます。

今後も円滑な交付事務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。 

○情報管理課長（菊地 浩君） 予算書133ページ、社会保障・税番号制度における私のほうから３番目の普及

が進んでいない理由などと、４番目のマイナンバーカードの保険証利用等についてお答えさせていただきます。 

  まず、３番目の普及が進んでない理由等でございます。 

  マイナンバー制度は、社会保障や税制度の効率性、透明性の向上を高め、国民にとって利便性の高い公平か

つ公正な社会を実現するための重要な社会基盤として、導入活動が進められております。マイナンバーの利用

範囲は細かく定められ、その運用方法も厳格に決められておりますので、市としましては、これからもマイナ

ンバー法や個人情報保護法にのっとり、その適正な運用に努めるとともに、市民の皆様がこうした制度に対す

る正しい理解が得られますよう、マイナンバー制度のＰＲにつきまして、今後も努力してまいりたいと考えて

おります。 

  続きまして、４番目のマイナンバーカードの保険証利用等でございます。 

  まず、当市の状況についてですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、医療機関等

でオンライン資格確認のシステムを導入し、カードリーダーを設置する等、マイナンバーカードを保険証とし

て利用できるようにするための環境整備を行う必要がございます。こうした環境整備につきましては、市内医

療機関等が個別に進めておりますことから、個々の進捗状況までは、市としては把握してございません。 

  次に、保険証利用の取組についてでありますが、国はマイナポイント事業としまして、健康保険証としての

利用申込みで7,500円分のマイナポイントが付与される取組を実施してまいります。市としましては、令和４

年度におきましても、マイナポイント申込みの相談、設定に関する支援を実施してまいります。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） 予算書133ページの社会保障・税番号制度推進事業費のところで再質疑したいんです

けれども、これまでもマイナンバーの交付については、数値目標等は持っていないということだったんですけ

れども、来年度そういうものを持っているのか、そのあたりをお伺いしたいのと、それから医療機関での保険

証の利用で、今の御答弁では医療機関のほうで進めるので、市としては特にそこに対して何かするっていうこ

とではないのかなというふうに受け止めたんですが、そのあたり確認させてください。 

○市民課長（梶川義夫君） 予算書133ページ、マイナンバーの来年度の目標についてでございますが、国のほ

うが令和４年度末までにほとんどの住民の方がマイナンバーカードを取得するということを目指して、様々な

施策等取り組んでいるところで、市でも様々申請者の掘り起こしに向けて努めているところでございます。で

すので、できる限り多くの方に持っていただけるように、１件でも多く増やしていきたいというふうに考えて
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いるところでございます。 

  以上でございます。 

○情報管理課長（菊地 浩君） マイナンバーカードの健康保険証としての利用の環境整備についてございます。

こちらのほうは繰り返しになりますけれども、市内医療機関が個別に進めておりまして、まだ数は少ないよう

ですけれども、個々の進捗状況までは、市では正確に把握してございません。 

  以上でございます。 

○委員（床鍋義博君） 予算書102ページの一般管理費の中の職員研修事業費ですけれども、金額が例年とあん

まり変わってないんですけども、内容もあんまり変わってないのかどうかっていうことをお聞きします。 

  次に、予算書128ページ、公安費の中で使用料及び賃借料、行政コーナーの建物使用料ですけれども、駅前

の施設だと思うんですけども、活用方法についても、これは例年どおり変わらないっていうことなんでしょう

か、何か新たな施策等があれば教えてください。 

  次に、予算書130ページ、電算管理費の中、委託料のところ、庁舎無線ＬＡＮの整備委託料、これに関して

は専ら庁内用の施設なのか、例えば公民館であるとか、図書館であるとか、そういったところの市民に向けて

使える無料Ｗｉ－Ｆｉとか、そういうところではないのかとかそういうことをお聞きします。 

  次に、予算書132ページ、同じく電算管理費の中で使用料、賃借料ですけども、ＷＥＢ会議システム等使用

料、テレワークシステム等使用料ですけれども、両方とも予算が下がってますけれども、これの要因っていう

んですか、コロナの要因なのかもしれませんけれども、働き方改革の一環として、今後テレワークとか、ＷＥ

Ｂ会議とかっていうのは、どちらかというと推進するほうなのかなっていうふうに思ったので、この辺につい

ての考え方をお聞きします。 

  以上です。 

○職員課長（岩本尚史君） 予算書102ページの職員研修事業費でございますが、こちらにつきましては前年と

大きく変わるところはございません。引き続き集合研修と独自研修、重複や、そういったものがないように精

査しながら、しっかりと実施してまいりたいと思ってます。 

  以上でございます。 

○総務部参事（東 栄一君） 予算書128ページの防犯対策事業費の中にあります行政コーナーの件でございま

す。こちらにつきましては、現在行政資料の提示やポスターの掲出、それから図書館の返却ボックスなどの活

用で行っておりますけども、現時点では新しい活用について考えてることはございません。 

  以上でございます。 

○情報管理課長（菊地 浩君） 予算書130、131ページ、庁内無線ＬＡＮ整備委託料の内容についてでございま

す。こちらにつきましては、本庁舎の会議室及び会議棟の会議室に無線ＬＡＮを整備し、ペーパーレス会議や

ＷＥＢ会議の利用を促進するものでございます。したがいまして、公民館等の部屋には考えてございません。 

  続きまして、予算書133ページ、使用料及び賃借料の中のＷＥＢ会議システム及びテレワークシステム等使

用料についてでございます。こちらのほうは両方とも去年から少しずつ始めているんですけども、まだ利用が

あんまり進んでないということで、ライセンスを少し少なくしましたので、その分、今年度の予算が少なくな

ってるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員（床鍋義博君） 予算書102ページの職員の研修事業費です。前年と変わらずっていうことでしたけれど
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も、デジタルの対応とか、最近庁内でも大分推進されてるようですけれども、これに関してやっぱり研修って

必要だと思うので、今年はそういう予定だとしても、今後そちらのほうも充実させていってほしいなというふ

うに思います。要望ですので、御答弁は結構です。 

  予算書、次に128ページの使用料、賃借料のところ、公安費の中の、これも例年どおりということでした。

せっかくいい場所にあるので、活用の方法ね、あそこあんまりいつも人がいないとかっていう話もよく聞くの

で、何かもう少し活用の方法があるのかなと思いますので、こちらのほうの検討もよろしくお願いいたします。

こちらも要望ですので、御答弁は結構です。 

  次に、予算書130ページのところ、庁内ＬＡＮのところ、これも専ら庁内の職員用ということでした。先ほ

ど公民館とか、図書館とかっていうふうにちょっと言いましたけれども、特に図書館なんかは、自習室とか、

今後市民の勉強する場とか、公民館もそうですけれども、そういったところでやっぱりネット環境っていうの

は整えていく必要があるなと思いますので、この欄でないかもしれませんけれども、こちらのほうも御検討を

よろしくお願いします。こちらも御答弁は結構でございます。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） まず、予算書109ページの文書事務費、委託料の個人情報保護条例等改正支援業務委託

料についてお伺いします。デジタル改革関連法施行に伴う改正だと思いますけれども、知らない間に個人情報

が使われているというようなことが起きてくるのではないかと思うのですが、市民が利用目的を把握できるよ

うな仕組みとなっていただきたいと思います。この改正について、スケジュールと、それから市として改正の

方向性などが現在どのようになっているのかお伺いしたいと思います。 

  それから、予算書117ページ、庁舎管理、光熱水費の特に電気についてなんですが、毎年、電源構成などお

伺いしてるところです。ＣＯ2の排出も考慮した電源をぜひ利用していただきたいと思っていますけれども、

令和４年度に向けて、購入の契約について何か考慮した点などがありましたらお伺いしたいと思います。 

  先ほど庁舎の空調設備の更新に当たり、動力がガスから電気になるということで、ここの光熱水費、結構増

額になってますけど、そういったことが影響しているのかどうかもお伺いしたいと思います。 

  それから、予算書127ページ、ふれあい広場管理費、ふれあい広場原状回復工事費ということで、これ返還

していくということになるのかと思いますけれども、ふれあい広場については、これまで事業をどのように評

価して、課題ですとか、返還までの検討に至った経緯などについてお伺いしたいと思います。また、令和４年

度、いつまで利用が、この場所を使えるのかお伺いします。 

  それから、予算書155ページ、女性施策費、男女共同参画推進事業費ですけれども、その中の法律相談謝礼

なども含めて、令和３年度、関連事業などが非常に縮小された中でも、ロビー展示などを見ると、小規模なが

らも内容が非常に充実してきているなというふうに感じました。いい取組になっているなというふうに感じて

いるのですけれども、令和４年度はどのような事業展開があるのかお伺いします。 

  また、この法律相談につきましては、令和３年度に新しく始まったと思いますけれども、ニーズに合った対

応だと考えます。現状や今後について、どのようなことになっているのかお伺いします。 

○文書課長（嶋田 淳君） 予算書109ページ、文書事務費の個人情報保護条例等改正支援業務委託料について

でございます。 

  こちらにつきましては、令和３年９月議会におきまして補正予算でお認めいただいて、２か年にわたる事業

ということで考えております。御発言の中にもございましたとおり、国で大きく法令改正がございまして、令
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和５年、春、来年の春を目途に、こちらの個人情報関連の保護法制が一本化されるということに備えるための

来年度の委託事業ということでございます。 

  現在も下準備といいますか、オンライン研修会の開催ですとか、そういったことを業者にお願いしながら準

備を進めているところでございますけれども、来年度のスケジュールにつきましては、個人情報ファイル簿の

作成、それから公表、それから大きく条例改正、個人情報保護条例ですね、こちらの改正も議会のほうにも提

案させていただく、そういうところの支援などを考えております。 

  スケジュール的にどこの議会で条例改正を御提案するかというのは、まだ今後詰めていくところでございま

すけれども、主に庁内研修ですとか、そういったことをしながら、着実に準備を進めてまいりたいと思ってお

ります。 

  それから、個人情報が当然知らないうちに知れ渡るというような御懸念もお示しいただきましたけれども、

特に個人情報ファイル簿の作成、こちら公表、こういったことも考えておりますけれども、こちらにつきまし

てもそういった市民の皆様の心配に至らないような形で適正に運用してまいりたいと、このように考えており

ます。 

  以上でございます。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 予算書117ページ、庁舎管理費の中の光熱水費についての御質疑でございます。 

  １点目としましては、ＣＯ2の排出量削減に配慮した電力の契約等の取組についてということでの御質疑だ

と思います。こちらにつきまして、これまで地球温暖化問題への対応といたしまして、１点目としては、ＣＯ2

排出係数が国公表値以下で取り組んでいる事業者、また国、または地方自治体との契約実績がある事業者、こ

の２つの条件を設定しながら、電力需給者を選定してまいりました。 

  令和４年度におきましては、さらに地球温暖化対策への取組を推進するために、新たな条件として、未利用

エネルギーの活用状況や、再生可能エネルギーの導入状況をポイント制により評価して、またさらにその上に

需要家への節電等に関する情報提供している事業者には加点を加えるなどして、合計点が一定以上の事業者を

選定することといたしました。なお、この点数につきましては、国の基準を参考にして点数をつけているとこ

ろでございます。新しい方式を導入するに当たりまして、新たに東大和市電力の調達に係る環境配慮方針とい

うのを策定いたしまして、令和４年度から適用していくことになります。 

  ２点目になりますが、同じ光熱水費になります。庁舎管理費の光熱水費の予算が増額しているという理由に

なりますが、こちらにつきましては空調設備更新工事の実施に連動してるところでございます。空調工事の工

事の工程上、今の既存の中央空調方式の空調設備と、それから新たに設置します個別空調型の空調設備を同時

に稼働させなければいけない時期が出てきます。夏季、冬季の空調管理を行う中では、その部分で増額が出て

くるということになります。 

  以上になります。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 予算書127ページ、ふれあい広場管理費についての質疑でござ

いますが、まずこれまでふれあい広場につきましては、特定非営利活動法人、それから現在の株式会社と、そ

れぞれ運営を担っていただく団体さんによりまして、創意工夫により、様々な事業展開を実施いただいてると

こであります。 

  ただ、現在の株式会社が運営を始めた平成31年度末からは、新型コロナウイルス感染の関係上、人流などを

抑制しなきゃならないような局面がありました。その関係で、一時、場所を休業するとか、そのような状況が
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ございましたので、何分、運営を続ける中では難しい状況にあったかと考えております。それでも、現在の株

式会社さんの運営では、ハンドメイドの作家さんたちを多数、棚を御活用いただきまして、ハンドメイド商品

の販売など、にぎわい等の創出に御尽力、御努力いただいているかと考えております。 

  駅前にある場所ということで、併せて市の情報発信等にも努めてまいったところでありますが、当市におき

まして行った業務分析の中では、この業務については費用対効果は低いと判断されたことを受け止めまして、

廃止を決定した次第であります。 

  なお、今後の事業展開でございますが、令和４年度中にこの場所につきましては原状回復工事をいたします

が、現在の運営は令和４年末、令和４年12月までは現状の事業継続をし、令和５年に入りました時点で、原状

回復工事の工事などの返却の業務を続けていこうと考えております。 

  以上であります。 

○地域振興課長（石川正憲君） 予算書154ページ、155ページの男女共同参画推進事業費について２点の御質疑

をいただきました。 

  まず、１点目の男女共同参画に関わる周知啓発の取組でございますが、令和３年度につきましては、国が６

月に定めている男女共同参画推進週間、また11月の女性に対する暴力をなくす運動期間、また12月の人権週間、

２月の東大和市男女共同参画都市宣言の時期に加えて、４月の若年層の性暴力被害予防月間、10月の国際ガー

ルズ・デーの時期に合わせまして、市役所１階のロビーにおいて、パネル展を実施させていただいております。 

  また、令和４年度の取組につきましては、限られた予算の中で工夫しながら、令和３年と同様、内容充実等

を図りながら、国や東京都の事業実施の時期に合わせまして、引き続きパネル展のほうを実施していきたいと

いうふうに考えております。また、新たな取組といたしまして、他課のほうで行う講座などにおいて、啓発チ

ラシ等を配布させていただきながら、さらなる周知啓発をしていきたいというふうに考えております。 

  男女共同参画につきましては、地道な周知啓発が一番効果があると考えておりますことから、ＰＲの機会を

捉えて実施していきたいというふうに考えております。 

  ２点目の女性法律相談の現状と今後についてということの御質疑ですが、令和３年度の効果といたしまして

は、毎月第３水曜日の午後２時から４時の４枠を７月から実施いたしましたが、予約が９割を超えるなど、多

くの方に御活用いただいており、一定の効果があったものと認識しております。 

  令和４年度の取組といたしましては、女性のための法律相談の啓発カードを作成する予算を計上しており、

広く周知啓発を行っていきたいというふうに考えております。また、枠の増加なども検討し、相手方と調整し

ながら、より多くの方に御活用いただけるよう実施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（実川圭子君） ありがとうございました。１点、予算書117ページの庁舎管理の光熱水費のところなん

ですが、電力の購入に関して様々取組を進めていただいたということで、非常にうれしく思います。新しい電

力の配慮方針ですか、こちらについてはホームページなどで公表していただけるのかどうかお伺いします。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 予算書117ページ、庁舎管理費の光熱水費の件でございます。新たに作成いた

しました電力の調達に係る配慮方針についてなんですが、こちらのほうは事業者の方に直接配付するような形

で今取り扱ってございまして、現在のところはホームページ等で公表することはしておりません。 

  以上でございます。 

○副委員長（森田博之君） ここで５分間休憩いたします。 
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午後 ２時    休憩 

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

午後 ２時 ４分 開議 

○副委員長（森田博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（森田真一君） ６つお伺いしたいと思います。 

  まず、１つ目ですが、予算書101ページの職員人件費ですが、大臣告示でも示されている過労死や労務災害

を引き起こす月45時間以上の残業時間の資料を頂きました。ありがとうございました。見てみますと、係長以

下の正規職員のうち時間外勤務が80時間以上の方は、令和２年度から３年度にかけて大幅に減っていました。

努力のたまものということかと思いますが、80時間未満の方は、ほぼ変わらず、全体としては前年度と変わら

なかったようです。 

  副参事以上については資料がないということなんですが、一般職員以上の勤務が推察されます。平日・休日

問わず出勤される場合、タイムカードやメモなど、実際に自主的に管理ができてるのか、現状を伺います。 

  健康管理の面からも、個人的な管理にとどめず、組織的に管理する必要があるのでないかというふうに思う

んですが、いかがでしょうか。 

  また、有給休暇の取得率の資料も併せて頂きました。33.5％ということで、前年度から1.9ポイント改善さ

れ、副参事以上では4.9ポイントの改善ということでした。副参事以上の方でも病休と思われる方が散見され

ますんで、引き続きの改善を求めますが、昨年度の同様の質疑の答弁では、特定事業主行動計画で年次有給休

暇の取得日数を14日としていたところ12日であったということでしたが、令和３年度の達成見込みと、４年度

での達成の課題をお伺いしたいと思います。 

  次に、予算書の同じく101ページの職員人件費、令和３年度の会計年度任用職員の有給休暇の取得率の資料

について、集計がないということですが、昨年の同様の質疑の答弁では、令和３年度に再度任用される方の未

消化の有給休暇は、職員課が管理して、取得できるようにするというお答えでした。令和３年度の取得の状況

と４年度での課題をお伺いします。 

  ３つ目に、予算書の125ページ、公共施設等マネジメント事業費ですが、包括施設管理業務委託料です。昨

年もお伺いしましたが、市内事業者への発注の割合を伺います。令和３年度の実績見込みと、それを踏まえて

の令和４年度の目標ということでお伺いしたいと思います。 

  それから、４つ目は、予算書の125ページ、行政改革推進業務費及び公共施設等マネジメント事業費のとこ

で伺いますが、児童館についても運営業務委託を検討してるということで伺っておりますが、現在のところ、

どのような検討状況にあるのか伺います。今後どのような検討がされるかというところまで含めてお伺いした

いと思います。 

  それから、５つ目に、予算書の155ページ、女性施策費です。一般質問でも触れましたが、令和２年度以降、

緊急一時保護施設運営費補助金が、対象事業者がなくなったため計上されていません。一方で、その必要性は

依然としてあり、公設の施設運営も視野に整備の必要があるものと考えますが、当面、令和４年度は個別の相

談にどのように対応していくのかお伺いします。 

  それから最後に、予算書の161ページ、徴収事務費、これも資料を頂きました。令和２年度におけるコロナ

による特例の市税の徴収猶予が多数ありました。市民税、国保税、固定資産税、住民税合わせて、延べになり

ますが、369人の方が令和２年度において利用されたということなんですが、一方、令和３年度には、この制
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度がなくなりました。 

  この件で総務省は令和３年２月２日付で総務省通知として、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税

が困難な者に対する猶予制度の周知について」という通知を出して、「新型コロナウイルス感染症の影響によ

り厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対して、柔軟かつ適切な対応をお願いしているところです。

徴収猶予の特例の猶予期間が終了する納税者等や新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者等に対し、猶予

制度の活用等について、各地方団体においても制度の周知・広報に積極的に取り組んでいただくようお願いし

ます」と、こういう通知を発しております。また、令和４年１月20日にも同様の通知をしております。 

  令和３年度にコロナ特例の徴収猶予などが行われなかった理由を伺い、また令和４年度において実施すべき

と考えるのですが、市の見解を伺います。 

  以上です。 

○職員課長（岩本尚史君） 予算書101ページで職員人件費で３点御答弁いたします。 

  １点目の管理職の勤務時間の管理についてでございますが、タイムカードでの管理は現在行っておりません。

一方、職員への健康管理ですとか、指導・助言する管理職の立場でございますので、自身の健康管理の重要性

を意識し、自主的に取り組んでると認識しております。 

  ２点目の職員の有給休暇の取得率でございます。令和３年、こちらの１月から12月ということですが、13.3

日間、前年比１日程度増しております。令和４年度も引き続き全庁的な呼びかけを行う中で、目標達成に向け

て努めてまいりたいと考えております。 

  ３点目です。会計年度任用職員の有給休暇の取得でございますが、こちらの勤務日数、あと任用期間がそれ

ぞれ異なりますので、有給の付与日数も異なりまして、全体の取得状況の把握は困難であります。各主管課で

は有給休暇の繰越しを前提とすることなく、当該年度中に適正に取得できるよう、引き続き周知等努めてまい

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） 予算書125ページ、公共施設等マネジメント事業費の包括施設

管理業務委託料の市内業者への発注割合でありますが、令和３年４月１日時点で確認したところでは、包括施

設管理業務において、協力会社に支払われる金額の市内業者が占める割合は48％であります。令和４年度の目

標あるいは見込みでございますが、こちらは令和４年４月１日時点で確認を予定しているところでありますが、

同じぐらいの比率の水準で推移するものと考えております。 

  以上であります。 

○企画財政部副参事（木村 西君） 予算書125ページ、行政改革推進業務費及び公共施設等マネジメント事業

費でございます。こちらの中で児童館業務委託の検討状況についてでございますが、児童館の運営業務委託に

ついて検討することが望ましいということで、業務分析におけます富士通総研からの報告書に記載されている

ところでございます。市としましては、現段階におきまして検討課題であるというふうに認識してございまし

て、具体的な検討は進んでいない状況でございます。どのように進めていくかも含めまして今後の検討課題で

あると認識しているところでございます。 

  以上でございます。 

○地域振興課長（石川正憲君） 予算書154ページ、155ページ、女性施策費についての御質疑でございますが、

一般質問の御答弁でも申し上げましたとおり、現在相談の対応につきましては、市にお問合せがあった場合、
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まず我々の地域振興課のほうにつないでいただき、迅速に相談内容等を聞いた上で、迅速に関係機関へつなぐ

ことで対応しております。引き続き支援の必要な方が困ることのないように、東京ウィメンズプラザなど東京

都の支援機関や警察等と連携を図り対応していきます。 

  以上でございます。 

○納税課長（中野哲也君） 予算書161ページ、徴収事務に関する御質疑でございます。 

  まず、コロナ特例の猶予が行われなかった理由ということでございますが、こちらの制度につきましては、

徴収猶予の特例として、令和３年２月１日までに納期限が到来する地方税が対象でございまして、徴収猶予の

特例の申請期限は納期限となっているところでございます。 

  そういった中で徴収猶予の特例が終了した以降も、感染症の影響によりまして、引き続き納税が困難な方に

対しましては、実情を把握した上で、地方税法上の定める従来の徴収猶予の措置を適切に実施しておりますが、

御配付させていただいた資料の内容となっているのが実情でございます。 

  また、これは徴収事務を通した考え方、見解でございますけれども、担税力の見極めの際に、納税者等の個

別事情等によりまして強制徴収することが適当でないという場合に、徴収緩和の措置として、地方税法上に徴

収猶予、換価の猶予、そのほかに滞納処分の執行停止の制度がございます。 

  今般、新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして、財産に相当な損失を受けた納税者や、売上げの急減

による納税資力が著しく低下している納税者等には、個別具体的な実情を十分把握した上で、徴収緩和の措置

を適切に実施していくものです。 

  また、滞納処分の執行停止につきましては、納税者の生活困窮に陥るおそれがある場合、法制度にのっとり

まして、納税義務を消滅させるものでございます。実質的な公的扶助としての要素も兼ね備えていると認識し

ておりまして、納税課としては、そのような理念の下に、徴税吏員として、また実際の職員として、事案に向

き合っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（森田真一君） 今の徴税事務のところについては、個別事情もかなりありますし、細かいことで言えば、

個々のいろいろ個別の御相談いただいたときも、事情に合わせた対応をいろいろしていただいてますんで、少

しこちらのほうでも研究しながら、またいろいろ御相談したいというふうに思います。 

  それから、職員人件費の会計年度任用職員の有給休暇なんですけども、これは労働者の権利ですから、自然

消滅させることがないようにぜひお願いしたいというふうに思うんですけども、前回の御答弁の際にも、管理

する仕組みはないけれども、繰越しはできるんだっていう、そういうお話でありましたので、ていうことは、

これは労働者の個々の権利だから、自分は何日、有給休暇残してんだって、翌年に、取りあえず言ってもらえ

ば、そのことについては管理できるわけですよね。ぜひ周知もしていただきたいなというふうに思います。こ

れはお願いいたします。 

  やっぱり基本的には、この管理を全体ですべきだということもありますので、具体的にどういうふうにでき

るかってことはいろいろあると思うんですけども、ぜひ検討の課題としていただければというふうに思います。 

  以上です。 

○副委員長（森田博之君） 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〕 

○副委員長（森田博之君） 異議ないものと認め、総務費の質疑を終了いたします。 
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○副委員長（森田博之君） 引き続き、第３款民生費の質疑を行います。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

  予算書197ページ、老人クラブ育成事業費、老人クラブの補助金ですけれども、これに関しては、コロナ禍

でかなり活動が制限されている中ですけれども、かなり楽しみにされている方も多くいらっしゃいます。しか

しながら、クラブの役員の成り手不足により、存続が厳しくなってきているという話を聞いておりますけれど

も、市としてはどのような認識をしているのか、また支援策について何か検討されているのか、今後の対応に

ついてお伺いしたいと思います。 

  続いて、予算書198から199ページ、認知症検診推進事業費ですけれども、令和４年度の取組における行政と

医療、また介護事業の連携の在り方、事業効果をどのように期待しているのかお伺いしたいと思います。 

  続いて、204ページ、障害者福祉費、在宅障害者支援事業費ですけれども、自立体験事業委託料は新規を計

上しておりますけれども、事業の詳細と見込める効果についてお伺いしたいと思います。 

  続いて、予算書219ページ、保育園等施設整備事業費ですけれども、保育園の待機児童解消については、見

通しは立ってるとお聞きしておりますけれども、これに加え、今後質のサービス、また向上が求められてくる

と思います。 

  南街地域施設の整備補助金についてですけども、今後の見通し等、これまで駅前送迎サービスの設置を求め

ておりますけれども、東大和市駅前保育など、利便性を生かした取組を検討する必要があると考えますけれど

も、いかがでしょうか。 

  また、大和南保育園施設整備の補助金について、移転することによってなる期待と効果について、また新た

に取り組むことがあるのかお伺いしたいと思います。 

  最後に、予算書218ページから219ページ、病児・病後児保育事業ですけれども、令和４年度には施設も充実

して、事業のさらなる充実が期待されると思いますけれども、令和４年度の事業内容の詳細と、子育て支援策

への影響をどのように見込んでいるのかお伺いしたいと思います。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書197ページ、老人クラブ育成事業費につきまして、役員の成り手不足等

による存続の問題で質疑をいただきました。 

  老人クラブを含めまして、地域社会における地縁団体というものは、加入率が非常に低下しております。ま

た、老人クラブの会員の高齢化、これも進むことによりまして、団体運営に必要な庶務などの負担が増加いた

しまして、役員の成り手が現れず、役員が固定化する傾向にある、こういったことは承知しております。 

  市は、これまで老人クラブの運営を支援するために、老人クラブ育成事業として補助金を交付しておりまし

て、また今年度は、市と地域活性化包括連携協定を締結いたしました事業者の商品を各老人クラブに配布いた

しまして、行事参加の景品などに活用していただくことで、老人クラブの活性化を図る取組を実施してまいり

ました。今後も東京都の補助金の活用も含め、老人クラブの活性化に向けた支援を継続してまいりたいと、こ

のように考えております。 

  以上であります。 

○福祉部副参事（石嶋洋平君） 予算書198、199ページ、認知症検診推進事業に関します令和４年度の取組、医

療や介護事業との連携の在り方及びその事業効果についてでありますが、認知症検診につきましては、当市で

は令和２年度から実施しているところでありますが、対象となります市民の皆様に対しまして、市で作成する
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認知症ガイドブックによる認知症に関する正しい知識の普及啓発と、認知症の気づきチェックリストの活用に

よります認知症の検診受診勧奨をしているところでございます。認知症検診をより多くの市民の皆様に受診し

てもらうことによりまして、仮に認知症の疑いがあるとなった場合に専門の医療機関の受診につなげることに

より、早期発見や早期の対応が可能になることを見込んでいるところでございます。 

  なお、この事業は、認知症の早期の発見と専門の医療機関へつなげることを主たる目的としておりますので、

医療と介護事業の連携につきましては、直接的な効果を想定してはございません。医療・介護連携につきまし

ては、地域包括ケア推進会議の部会でございます在宅医療・介護連携推進部会における検討ですとか、多職種

情報連携支援事業などを通しまして、地域における医療・介護の円滑な連携を促進し、認知症の方を含めた高

齢者の在宅生活を切れ目なく支えてまいりたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○障害福祉課長（大法 努君） 予算書205ページ、在宅障害者支援事業費における自立体験事業委託料につい

てでございます。 

  この事業といたしましては、現在家族と一緒に暮らしてる方、あるいは長期に病院に入院している方などが、

将来地域で独り暮らしやグループホームの生活ができるよう、アパート型の居室において、食事、洗濯、掃除、

入浴、排せつ、健康管理、服薬、金銭管理、そういったものの日常生活などを行えるような訓練、課題の整理

の場として、受入コーディネーターの支援の下、将来の自立に向けた、備えた体験を行っていただく事業でご

ざいます。 

  効果といたしましては、より実際の生活に近い場を設けることで、自立生活をイメージするための様々な体

験を通しまして、自立生活への移行をスムーズに行っていただくことができるものであるというふうに認識し

ております。 

  以上でございます。 

○子育て支援部副参事（榎本 豊君） 予算書219ページ、保育園等施設整備事業費についてでございます。 

  南街地域の施設整備につきましては、開設場所を含め調整中でございます。駅前送迎サービスなどにつきま

しては、南街地域の保育園の整備の後に、保育ニーズなどを踏まえながら、検討していくことが必要であるも

のと考えております。 

  大和南保育園につきましては、移転整備後、１歳児クラスを５人増員いたしまして、現在定員100人のとこ

ろを105人となるところでございます。保護者から要望が多い育児休業明けの利用に応えていけるものと考え

ております。 

  以上です。 

○保育課長（関田孝志君） 予算書219ページ、病児・病後児保育事業についてであります。 

  すこやか病児・病後児保育室の移転につきましては、施設の老朽化対策及び機能拡充を目的に実施したもの

でございます。引き続き、同規模の病児・病後児保育事業及びお迎えサービスを継続してまいります。 

  また、新たな機能拡充といたしましては、空気感染の防止に対応した隔離スペースを整備することとしてお

ります。このことにより、保護者の皆様がより安心して、病中・病後のお子様をお預けいただけるものと考え

てございます。 

  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。何点か確認させていただきたい部分もあるんですけれども、
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一つは、予算書197ページの老人クラブ育成の老人クラブ補助金についてですけれども、やはり先ほど高齢者

によるということで成り手がいないということですけれども、高齢というより、超高齢化ということで、80以

上の方が当たり前に役員になってるっていうことで、今後５年、10年後にはやはりちょっと存続が難しいんじ

ゃないかなということを今懸念しております。そういった意味では何か支援策っていうのをぜひ考えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。これに関しては要望です。 

  続いて、予算書204ページの障害者福祉費の自立体験事業の委託料の新規の計上で、体験するということで、

これに関しては直接専門家が行くのか、来てもらってやるのか、どのように行っていくのかお伺いしたいと思

います。 

  それと、予算書218から219ページの病児・病後児保育事業ですけれども、事業のさらなる充足ということで、

先ほどお話しありましたけど、定員については増員になるんでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○障害福祉課長（大法 努君） 予算書204ページ、在宅障害者支援事業における自立体験事業委託料でござい

ますが、こちらにつきましては、市内で障害福祉サービス事業を運営している事業所が運営している例えば短

期入所事業所、こうしたものの一室をお借りいたしまして、そこに１人、自立体験したいという方にお越しい

ただきまして、そこで受入コーディネーター、そうした障害福祉施策に大変必要と認められるような相当の知

識や技能を有する方なんですけども、こうした方がそばにつきまして、様々な支援をしてまいります。 

  支援プログラムの作成であるとか、利用者からの相談の対応とか、そうしたものをやりまして、例えば２つ

コースがございますが、体験コースといたしまして、大体１週間から10日程度、その後は本当に訓練コースと

いうことで、最長６か月ぐらいの訓練ということで、２つのコースを踏まえまして、地域に安定してスムーズ

に移行していただこうという取組でございます。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 予算書219ページ、病児・病後児保育室についてでございます。定員については、

従前どおり６名、有事の際には10名まで拡大するということで対応していきたいという予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） それでは、お伺いいたします。 

  予算書195ページ、高齢者日常生活支援事業費のところでお伺いしますが、加齢性難聴の方への補聴器支援

について、この間要望しています。代表質問での御答弁では、対象者が多数になることが想定されるので、市

財政への影響が大きく、導入は困難ということでしたが、都内の自治体で行っている補聴器支援の実績を見て

みると、ばらつきはありますが、少ないところでは対象の方33人とか、それから100人、200人規模のところが

多く、また三鷹市が来年度から導入する補聴器支援も１人当たり上限４万円の補助で280人を見込み、予算規

模は1,120万円となっています。 

  当市で言えば、もっと少ない、小さい予算規模で、例えば住民税非課税などの要件を設けて、上限をあらか

じめ設定した上で補助事業が導入できるのではないかと思いますが、こうした都内の自治体の状況について、

また来年度に向けた検討状況や導入への課題を伺います。 

  次に、予算書199ページと予算書209ページの新型コロナウイルス感染症対策事業の在宅要介護者受入業務委

託料、高齢介護のところと障害の部分があるんですが、今年度の実績と、どのような課題があり、その課題を

踏まえて、来年度どのようにこの事業を展開していくのか伺います。 

  次に、217ページ、保育園事業費、220ページからの市立保育園費のところで、コロナのオミクロン株によっ
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て保育園の休園は増えているかと思います。市では、代替保育としては、休園対応のためのベビーシッター制

度を保護者に周知してると思うんですが、利用状況を伺いたいのと、それから同僚議員が一般質問でもちょっ

と御紹介したんですが、厚労省がこうした代替保育についての財政支援を行うとしています。補助単価を通常

保育と同等まで引き上げるですとか、利用者負担もないとか、障害児向けの居宅訪問型の一時預かり事業、こ

ういうものも使えるようにするというようなことで言っています。やはり代替保育は必要だというふうに思い

ますので、当市における課題と来年度に向けた検討状況をお伺いします。 

  また、休園を理由に保護者が仕事を休んだ場合の休業等対応助成金の周知、相談等どのようになっているの

かと、市がこうしたコロナによって休園になってしまう保護者をどのように支援していくかっていうことで、

どういう点を課題として捉えて、来年度生かしていくのか伺います。 

  次に、予算書223ページ、子ども家庭支援センター運営費のところでお伺いしますが、ヤングケアラーの支

援について、令和２年度の厚労省の調査でもかなりこういうヤングケアラーの方が増えているということで、

調査をしたということで、国はこうしたヤングケアラーの支援に乗り出してまして、コーディネーターの配置

や実態調査、研修等を実施するヤングケアラー支援体制強化事業というのを新規に計上してるんですが、当市

でもこうした国の動きに合わせて、当市でも支援を強化する、支援をやってく必要があると思うんですが、必

要性についてと、来年度どのように取り組んでいくのか伺います。 

  次に、予算書229ページ、子どもショートステイ事業費のところで、令和３年度からの新規事業だと思いま

すが、この実績と、１年間の取組の中で見えてきた課題は何か、またその課題解決のために来年度予算編成に

当たってどのような点に留意されたのか伺います。 

  次に、予算書243ページからの学童保育所運営費、来年度の学童保育の待機児童の見込みと、ランドセル来

館の施設ごとの人数の見込みについて教えてください。 

  それから、関連して資料を頂きました事業者評価結果及び令和４年度に向けた助言等というものです。あり

がとうございます。この中を見ると、支援員の力量によって、クラブによって質の差があるというようなこと、

それを解決してくださいというようなことが書かれているんですけれども、事業者任せにしないことが大切だ

と思います。来年度、市として、事業者に対してどのような支援を具体的に行っていくのか伺います。それか

ら、保護者の声をどのように反映していくのか、保護者アンケート等についての来年度の取組も伺います。 

  以上です。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書195ページ、高齢者日常生活支援事業費に関しまして、補聴器の財政支

援ということで御質疑いただきました。財政支援に関する検討状況ですね。 

  私どもとしては、補聴器というのは一般的に精密な医療機器でございますので、非常に高額になるというこ

とで、しかも誰もが加齢によって難聴になり得るということでございます。そのため、ある程度対象者を絞っ

ても、それなりの大きな財政規模になるだろうというふうな認識でございます。 

  さらに、検討状況の中では、補聴器というのは、個人個人で細かい調整が必要であるということですが、実

際にはこの調整を怠って、不快感から使用されなくなるケースが多いというふうに言われております。このた

め、財政援助したとしても、行政効果が十分発揮できないのではないかと、こういう懸念を認識しております。 

  続きまして、予算書199ページ、在宅要介護者受入業務委託でございます。 

  こちらの事業につきましては、在宅で御家族から介護を受けている高齢者が、その家族が新型コロナウイル

ス感染症に罹患しまして、必要な介護が受けられなくなったと、こういう状況のときに、その高齢者を陰性で
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あることを条件に短期入所により施設サービスを提供いたしまして、御家族には療養に専念していただくと、

こういう事業でございます。 

  令和３年度の実績でございますが、令和４年２月の下旬に１件対応した事案がございました。ただ、この事

案につきましては、結果的に高齢者本人も陽性でございましたので、施設利用には至りませんでしたが、訪問

系の事業者による支援を行いまして、御家族から感謝されております。 

  それから、この事業の課題でございますが、実際に現に介護サービスを提供している現役のと言っていいん

でしょうか、現役の事業者の御協力を受けて実施している事業でございます。このため、この事業は要するに

御家族が陽性になったという条件で発動されますので、ある種風評被害のおそれもあると、この事業に協力す

ることによって風評被害のおそれもあるということで、なかなかこの事業に対する御協力を御依頼しても、協

力を得られないという状況がございます。今後もこの事業趣旨を丁寧に御説明いたしまして、理解を求める必

要があるというふうなところが課題であると認識しております。 

  以上であります。 

○保育課長（関田孝志君） 予算書217ページ及び220ページ、保育園事業についてでございます。 

  コロナ禍において保育のほう休園等を実施しているわけなんですが、その休園に係りまして、ベビーシッタ

ー制度、また国の休業等対応助成金などにつきましては、保育施設への通知の中に適宜記載し、保護者に周知

を行い、保護者からの問合せに対して対応しているところでございます。 

  続きまして、代替保育でございますが、一般質問でお答えしたとおり、代替保育や居宅型の一時預かり事業

については、当市において実施しておりませんし、これから先も実施は難しいというふうに考えてございます。

ですが、今回、コロナ等で休園時におきましても、各保育施設において、園医の助言を仰ぎながら、感染状況

を踏まえ、エッセンシャルワーカーであります保護者につきましては、必要に応じて対応しているという状況

でございます。 

  以上でございます。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 予算書223ページ、子ども家庭支援センター運営費、ヤングケアラーについ

て御質疑いただきました。ヤングケアラーの支援につきましては、早期に発見し、適切な支援につなげるため

に、教育委員会をはじめとした関係機関との連携強化を図っていく必要があると認識しております。東京都が

令和４年度に新規事業として実施するヤングケアラー支援事業の一つに、ヤングケアラー支援マニュアルの作

成というものがあると伺っておりますので、今後東京都の動向に注視し、情報収集に努めてまいりたいと考え

ております。 

  続きまして、予算書229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が、令和３年度実績でご

ざいますが、令和４年１月末現在の利用状況で申し上げますと、御利用が延べで７世帯が利用し、利用泊数は

延べ14泊となっております。 

  実施しまして、施設型ショートステイの課題と今後の取組ですけれども、施設型ショートステイは、子供１

人の利用を想定し、委託しておりますことから、兄弟で利用したい場合の対応が現在課題であると認識してお

ります。現状ですけれども、兄弟で利用したい場合は、施設の空き状況により、施設側と調整して、受入れを

していただいております。令和４年度も兄弟の利用があった場合は、引き続き施設側と調整して対応してまい

りたいと考えておりますので、令和３年度と同程度の予算編成となっております。 

  以上です。 
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○青少年課長（石川博隆君） 予算書242、243ページの学童保育所運営費、それから資料６、令和３年度の学童

保育所運営業務運営委託事業者評価要領に基づく事業者評価結果及び令和４年度の委託業務を受けた助言等の

分かるものについての御質疑でございます。 

  まず最初に、待機児童の見込みとランドセル来館の人数ですけれども、現在申請受付中のため、明確な数値

としてはお答えできませんけれども、学童保育の利用申請の総数は、ランドセル来館事業を選択制にしたこと

によりまして、減少傾向にあります。なお、低学年の児童の申請が増加している小学校区におきましては、今

後も受入れ定員は上限があることから、待機児童が多くなるものというふうに考えているところでございます。 

  一方で、現時点におきまして、ランドセル来館の人数の見込みについてでございますが、初めからランドセ

ルのほうを選択した申請の人数で、児童館でならはしが56人、第四小学校が33人、かみきただいで36人、むこ

うはらで33人、なんがいで37人、第二小学校で５人、きよはらで21人、さくらがおかで46人ということで、合

計267人という形になってございます。 

  続きまして、事業者の評価結果に基づいて、来年度の取組ですとか、具体的な指示の内容ということでござ

います。受託事業者が実施しました保護者のアンケートにつきまして、総合的な満足度というところが、令和

２年度が90％だったところが、今回92.7％ということで、2.7ポイント上昇しているところでございます。そ

うはそうなんですけれども、各クラブごとで見ますと、各クラブごとよく頑張ってるんですけども、若干それ

ぞればらつきが見えてきているということになりますので、支援の質の向上というふうなことを今後こちらの

ほうからもお願いし、また各クラブの中でもよい取組をしているクラブの活動内容を各クラブ間で共有するよ

うにということをお願いしているところでございます。 

  私からは以上です。 

○委員（上林真佐恵君） ありがとうございました。 

  再質疑ですけれども、予算書195ページ、高齢者日常生活支援事業費、補聴器のところですけれども、調整

も必要だということで御答弁ありまして、参事もそのあたり研究してくださってるのかなというふうに思いま

す。そのとおりだと思います。他の自治体を見ますと、そういった調整も含めて助成するというようなところ

もありますので、そうしたことも含めてぜひ前向きに検討をお願いしたいというふうに思います。こちらは要

望です。 

  次に、予算書199ページと209ページの新型コロナウイルス感染症対策事業の在宅要介護者受入事業委託料と

いうことで、実績が大変少ないということと、課題についても理解したんですが、やはり来年度も予算計上さ

れてますし、これが必要な方にきちんと、周知とかの難しさっていうのは理解したんですが、これがきちんと

必要な方にこういう制度があるっていうことが伝わるってことが重要だと思うんですが、そのあたりの課題に

ついてお伺いしたいと思います。 

  それから、217ページからの保育園事業費と220ページからの市立保育園費のところで、代替保育の実施は難

しいということで、そこは理解してるんですけれども、具体的にどういった課題があるのか教えていただきた

いというふうに思います。 

  それから、最後、予算書243ページからの学童保育所運営費のところで、やはりランドセル来館の利用の希

望の方が昨年と比べても増えていると思うんですが、こちらは学童保育所と違って基準がありませんので、や

はり子供が増えてくると、毎日この人数の子が利用するわけではないっていうのは承知してるんですが、そう

なってくるとやっぱり安全・安心っていうことをどのように保障していくかっていうことも大事だと思います
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ので、そのあたりどのように取り組んでいかれるのか伺います。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書199ページ、在宅要介護者受入業務委託料に関しまして、周知のことで

御質疑いただきました。この事業の周知につきましては、先ほども御説明いたしましたけれども、協力事業者

の風評被害のおそれがあるために、一般向けの公表ということは控えております。ただ、高齢者ほっと支援セ

ンターなどの相談窓口におきましては、情報の共有化を図っておりまして、必要に応じて対応できる体制にな

っております。 

  以上でございます。 

○保育課長（関田孝志君） 予算書217ページ、220ページ、保育園関係の代替保育についてでございます。代替

保育で例えば公民館等を借りて実施するといった場合に、どのぐらいの人数が集まって、また保育士の確保な

ど、いろいろ様々な課題はあるかと思います。その中で、臨時的に設けるという中で実施するっていうのが、

市においてなかなかスムーズにはできないかなというふうに思ってございます。 

  以上でございます。 

○青少年課長（石川博隆君） 予算書242、243ページ、学童保育所運営費に関連しまして、ランドセル来館利用

児童に対する安全、質の確保についてでございますが、会計年度任用職員を含めます各児童館の職員に対しま

して、関連する様々な専門研修に積極的に参加を促すほか、職員会議や個別の面談等を通じて、安全に関する

意識の啓発、情報共有を図りまして、引き続き子供たちが安心して過ごせる放課後の居場所づくりに努めてま

いります。 

  以上です。 

○副委員長（森田博之君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時４９分 休憩 

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

午後 ２時５６分 開議 

○副委員長（森田博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（東口正美君） 予算書198ページ、老人福祉費、高齢者見守りぼっくす事業準備業務委託料でございま

すけれども、４か所目となる見守りぼっくすだと思いますけれども、この具体的な取組について伺います。 

  同じく、介護職員初任者研修費等補助事業でございますけれども、事業の内容と、予算スキーム、何人ぐら

いがこの研修を受けられるのか、またこの研修を受けた人のその後の就労について、どのようにお考えか伺い

ます。 

  続きまして、予算書246ページからの生活保護総務費のところでございますけれども、新規計上で新型コロ

ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業が載っておりますけれども、この内容を伺いたいと思います。 

  生活困窮者事業、特に「そえる」が担っている部分の令和４年の特徴的な取組と、あと自立支援事業を一生

懸命やっていただくことで、生活保護との関係性がどのようになっているのか。生活保護援護事業費は昨年よ

り減額になっておりますけれども、この辺の関係をお聞かせください。 

  また、医療扶助費の適正化についても東大和市は頑張っていらっしゃると思うんですけれども、令和４年の

取組について伺いたいと思います。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書199ページ、高齢者見守りぼっくす事業準備業務委託料についての御質

疑だと思います。今回、４か所目の高齢者見守りぼっくすを開設いたしますが、この事業につきましては、上
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半期で準備、それから下半期で事業運営ということを想定しております。新しい見守りぼっくすの所管区域で

ございますが、これは多摩湖、湖畔、高木、狭山、清水、中央を想定しております。訪問による見守りですと

か、あるいは救急代理通報システムの利用申請など、他の見守りぼっくすと同じ内容の業務を行うということ

でございます。 

  以上であります。 

○福祉部副参事（石嶋洋平君） 同じく予算書199ページ、介護職員初任者研修費等補助についてでございます。 

  まず、事業内容につきましては、新たに介護職員を目指す市民を対象とした初任者研修に対する受講料の補

助事業になっているものでございます。 

  予算スキームにつきましては、１人当たりの補助上限額といたしまして５万円、人数は10人分を見込んでい

るとこでございます。 

  その後の就労についてでございますが、研修受講後に就労可能となる仕事につきましては、例えば訪問ヘル

パーですとかが働けるようになります。身体介護、生活援助、両方とも業務を１人でできるようになりますの

で、介護全般の仕事ができるようになるものでございます。 

  以上です。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 予算書250、251ページ、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業

費についてでございます。この自立支援金についてでありますが、社会福祉協議会で行っております緊急小口

資金などの特例貸付けを借り終わったなどの理由によりまして、特例貸付けを利用できない世帯が対象となり、

収入要件、資産要件、求職活動などの要件がございます。 

  収入要件は、市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の１と、生活保護の住宅扶助基準額の合計額

以下であること。 

  資産要件は、現金及び預貯金の上限額が、単身世帯は50万4,000円以下、２人世帯は78万円以下、３人以上

世帯は100万円以下であること。 

  求職活動要件は、公共職業安定所か、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申込みをし、

誠実かつ熱心に求職活動を行うことであります。 

  支給額につきましては、単身世帯は６万円、２人世帯は８万円、３人以上の世帯は10万円で、支給期間は３

か月間であります。 

  続きまして、生活困窮者自立支援事業の「そえる」の令和４年度の取組についてでございますけれども、令

和４年度も「そえる」の相談の基本姿勢であります制度のはざまを埋める寄り添いをテーマとした相談対応を

行い、生活困窮者の尊厳を保持しながら、生活困窮者の課題の把握に努め、解決策を一緒に考えてまいりたい

と考えております。 

  また、子供が安心できる居場所となります子どもの学習・生活支援事業、通称マトカにおきまして、保護者

も含めた生活習慣、育成環境の改善に関する助言を行い、子供が心身ともに健康で勉強できるようサポートい

たします。 

  続きまして、自立相談支援事業と生活保護との連携の関係でございますけども、生活困窮者の中には複雑な

課題を抱えておりまして、気力が減退していたり、心理的な抵抗感などから、相談や申請を行うことが困難な

方もいらっしゃいます。このため、「そえる」と生活保護面接相談員、ケースワーカーが連携を図りながら、

このようなＳＯＳを出せない方が孤立することなく、相談につながるよう支援してまいりたいと考えておりま
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す。 

  最後に、予算書248、249ページ、生活保護事務費の医療扶助の関係でございます。医療扶助適正化事業につ

いてでありますが、難病医療費助成制度などの他法を活用することにより、生活保護の医療扶助費を減らすこ

とができるため、医療扶助相談指導員が他法の活用を促し、手続などの支援を行っております。また、医療費

通知、後発医薬品差額通知、健康だよりを送付し、生活保護受給者御自身に係る医療扶助費の確認をしていた

だくとともに、健康に対する意識を深めていただいております。さらに、被保護者健康管理支援事業として、

無保険者健康診査の受診結果から、生活習慣病の予防のため、日常的な健康管理指導が必要とされる生活保護

受給者を確認し、該当者に対し健康管理に関する助言・指導などを行っております。 

  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。それでは、もう一度、再質をさせていただきます。 

  予算書198ページの見守りぼっくすにつきましては、他の３か所と同じような事業ということですけれども、

他の３か所も地域包括ほっと支援センターと連携しながら行っていると思っておりまして、４か所目のほっと

支援センターがどこにできるのかっていうこともあると思うんですけれども、設置のハードのことなんですが、

例えばきよはらほっと支援センターと新堀地区会館は別の場所にありまして、新堀地区会館のところでは、そ

こに２人、見守りぼっくすの担当の方がいらして、基本的にアウトリーチをしてくださっていると思うんです

けれども、見守りぼっくすの方に聞くと、アウトリーチだけだと、なかなか訪問だけでは信頼関係を得るまで

に時間がかかるというふうに伺っておりまして、ほっと支援センターなんかもアウトリーチが専門なものです

から、なかなかいわゆる固定の場所に顔が見える関係で、ずっとは、アウトリーチが専門なので、いられない

と思うんですけれども、月曜日の午前中はそこにいますよみたいな感じで、そこに座って相談に乗ってくれる

人がアウトリーチもしてくれるみたいな形になると、顔の見える関係性が地域の方たちと早くできると思うの

で、この４か所目について、そのような考えがあるのかどうか、もう一度確認させてください。 

  続きまして、介護職員初任者研修制度につきましては、１人５万円の補助ということですけれども、この研

修制度全体に係る研修費は幾らぐらいになっているのか、もう一度確認させていただきたいのと、その後の就

労につきましては、介護人材の不足っていうことが一般的に言われておりますけれども、市でこのような補助

金を出すということは、市内事業者への人手不足解消にどのように寄与していこうとしているのかお聞かせく

ださい。 

  もう一度、そうしまして、予算書246ページからの生活保護総務費と自立支援の関係ですけれども、生活保

護援護事業費については昨年より減額になっています。自立支援制度がもしなかったとしたら、第二のセーフ

ティネットと言われる自立支援制度がなかったとしたら、この辺の生活保護援護事業費は令和４年度どのよう

になっていくというふうに、推察になると思うんですけれども、この辺についてお聞かせください。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書199ページ、高齢者見守りぼっくす事業準備業務委託料に関しての新し

い見守りぼっくすの相談方法についての御質疑でございますけれども、高齢者見守りぼっくすにつきましては、

訪問による見守りサービスが中心となりますが、事務所での相談も業務には含まれております。 

  また、現在優先交渉権者と交渉中でございますけれども、この優先交渉権者は、なるべく多くの人が訪問し

たい事業所を目指したいと、こういうふうに説明しております。こうしたことから、いろんな方が訪問、気軽

に相談できるような事業所の実現を目指しまして、優先交渉権者との交渉を進めてまいりたいと、このように

考えております。 
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  以上であります。 

○福祉部副参事（石嶋洋平君） 予算書199ページ、初任者研修の費用でございますが、こちらは各スクールに

よって、費用は様々でございます。高いところですと８万円台のところもありますし、安いところですと３万

円台、それで通信講座なんかですと、探せば２万円台とかもあるようなことで話を聞いてるところでございま

す。 

  ２点目の就労補助金を交付するに当たって、条件を一応考えておりまして、市内における介護人材の確保、

こちらを目的としている事業でもございますことから、市内事業所への就業など、一定の条件を設けるという

とこで現在検討を進めてるところでございます。 

  以上です。 

○生活福祉課長（川田貴之君） 予算書251ページ、生活困窮者自立支援事業についてでございますけれども、

コロナ以前と比べまして、住居確保給付金、また自立相談支援事業の相談件数が大きく増加しております。こ

ちらは生活保護に至る前の方の支援ということですので、仮にこれがなかったとしたら、その方たちの支援が

できずに、生活保護の申請、生活保護が増加したということが推測され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） 予算書の201ページ、障害者福祉費の中の全国手話言語市区長会負担金というところで

ちょっとお尋ねしますけれども、市長は手話言語条例には前向きなお考えだと思います。令和２年第１回の定

例会でも策定に向けての陳情採択もありましたけれども、市長施政方針にも特に表明がありませんでした。手

話言語条例についての検討状況についてお伺いします。 

  それから、予算書213ページ、子ども・子育て支援会議運営費のところでお伺いしますけれども、子ども・

子育て憲章について周知啓発を図るとともに、その理念に沿った取組を進めると市長施政方針でもありまして、

代表質問でも私も伺いましたけれども、予算書には特に記載というのがないので、ちょっとここでお伺いしま

すけれども、東京都のほうでこども基本条例に関する理解促進事業として、令和４年度に補助事業で子供の意

見表明参加を促進する取組ですとか、子供の権利擁護を促進する取組というような予算がつくようなことを聞

いていますけれども、そういったことをこの理念に沿った取組として、事業に手挙げしないかというようなこ

とをお伺いしたいと思います。 

  それから、予算書217ページ、認可外保育施設等利用者に対する補助事業費、多様な集団活動の利用者に対

する補助金ということで、新規事業として計上していただきました。この事業につきましての周知や、あと対

象となる方の把握はどのようにしていくのかお伺いします。 

  それから、予算書225ページ、子育て支援費の育児支援ヘルパー委託料、これが倍増してるのですけれども、

この要因についてお伺いします。 

○障害福祉課長（大法 努君） 予算書201ページ、手話言語条例についてでございます。こちらの御質疑につ

きましては、東大和市障害者福祉計画におきまして、令和５年度末までの目標といたしまして、情報・コミュ

ニケーション支援拡充のための協議の場の設置というものを掲げてございます。また、東京都でも手話言語条

例に関する動きもあるというふうに聞き及んでおります。そうした動きも注視をしながら、関係団体との協議

の時期なども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。 

○子育て支援部副参事（榎本 豊君） 予算書213ページ、子ども・子育て支援会議運営費でございます。東京
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都のこども基本条例が制定されまして、東京都におきましても内容を子供へ分かりやすく伝えるリーフレット

を作成するなんていうことが周知されているところでございます。また、令和４年度から今委員がおっしゃっ

たように子供の意見表明や参加促進の環境整備、権利擁護を促進する取組を行う市に対して支援するというこ

とが出ておりますので、今後要綱等を収集したいというふうに考えておるところでございます。 

  以上です。 

○保育課長（関田孝志君） 予算書217ページ、多様な集団活動の利用者に対する補助金についてでございます

が、こちらについてはホームページ、もしくは広報、市報ですね、あとはうちのほうで把握している限りの施

設等にお知らせをして、利用している人を把握し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。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 予算書225ページにあります育児支援ヘルパー委託料の件でございますが、

こちら増額の理由でございますが、令和３年度予算では72件を見込んでいたんでございますが、現時点で既に

その回数を上回る利用があることから、実績から見て、令和４年度、増額とさせていただきました。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 予算書225ページの最後の育児支援ヘルパーのことなんですけれども、件数が増えてき

た理由などをどのようにつかんでるかということと、あとこの周知についてはどのようにされてるのかお伺い

します。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 予算書225ページの育児支援ヘルパー委託料の件でございますが、こちら利

用が増えてる件については、そのときそのときの御家庭のケースの状況によりますので、今回こういう実績が

あることから、回数を増やしております。特に今年度こういう要因だからということでなくて、その御家庭の

ケースで対応しているところでございます。周知の件につきましては、ヘルパーに関しては、相談を受けたり

して、相談の中で実施しております。 

  以上です。 

○委員（中間建二君） 尾崎市長が方針、重視されております日本一子育てしやすいまちづくりに関する施策に

ついて、３点伺わせていただきたいと思います。 

  217ページ、認可外保育施設利用者に対する補助事業でありますが、私も幼児教育・保育の無償化の対象か

ら外れていた施設への対象拡大については、日本一子育てしやすいまちづくりを進める上では取り組んでいた

だきたいということで強く求めてまいりましたが、この中で多様な集団活動の利用者に対する補助金が記載さ

れております。この事業についてはどの施設を対象に何人分見込んでいらっしゃるのかお尋ねしたいと思いま

す。 

  続いて、222ページ、223ページの子ども家庭支援センター運営費でありますが、長引くコロナ禍の中で痛ま

しい児童虐待が増えているという報道もあり、当市でも対策に取り組んでいただいているかと思います。新年

度は子ども家庭支援センターが課に格上げされる中で、母子相談等も担うというふうに伺っておりますが、令

和４年度におけるこの対策について伺わせていただきたいと思います。 

  ３点目、242ページ、243ページの学童保育所運営費でありますが、継続して取り組んでいただいております

学童保育の待機児童対策、また放課後子ども教室との連携、学童保育における民間委託事業者の特色ある取組

と、その事業への令和４年度の取組について伺わせていただきたいと思います。 

  以上です。 
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○保育課長（関田孝志君） 予算書217ページ、多様な集団活動の利用者に対する補助金でありますが、幼児教

育・保育を必要としている当市の子供たちに対して、利用している施設の種目、種別によって分け隔てられる

ことなく、保護者の負担が軽減できるようにするため、当市から通園している立川市内の東京朝鮮学園の２人

の在園児童の保護者への補助を見込んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○子育て支援課長（新海隆弘君） 予算書223ページ、子ども家庭支援センター運営費でございます。長引くコ

ロナ禍において、子育ての悩みを抱えながら、孤立している保護者など、虐待に至るおそれがある家庭を早期

に発見し、相談や子育て支援サービスの提供等による保護者の負担軽減を図ることが防止策になると考えてお

ります。 

  委員からもお話があったとおり、令和４年度から組織改正により、ひとり親等の相談機能を子ども家庭支援

センターに集約し、課として位置づけますことから、これまで以上に子供と家庭に関する総合相談の窓口とし

て支援を進めていくことが可能となると考えております。 

  以上です。 

○青少年課長（石川博隆君） 予算書242、243ページ、学童保育所運営費についてでございます。３点ございま

す。 

  学童保育所の待機児童につきましては、これまで民設民営学童保育所への運営費補助ですとか、第一クラブ

の育成室増室ですとか、昨年度は第三小学校内に学内学童保育所ですとか、学童の民間業務委託とかってこと

で、学童サービスの向上等を図ってまいりました。令和４年４月からは、新たに第四小学校内の学童保育所を

新設しまして、定員を増やすとともに、既存の第四クラブの手狭な状況の改善を図ってまいりたいというふう

に考えてございます。 

  ２つ目ですけども、放課後子ども教室の連携につきましては、今後学内学童保育所を増やしていくことによ

りまして、さらなる一体的な運用が可能となりまして、多様な体験活動や世代間の交流の充実などが期待でき

ると、こういうふうに考えてございます。 

  ３点目です。受託事業者の特色ある取組としましては、委託当初から実施しております学習支援、長期休業

中の仕出し弁当の手配、多様な体験活動としまして、令和２年度後半から開始しました英語のグループ活動な

ど、今後も感染状況へ配慮しながら、引き続き実施してもらう予定としております。 

  以上です。 

○委員（床鍋義博君） 予算書194ページ、老人福祉費の中の報償費についてです。本定例会の初日に敬老金の

廃止の条例が可決されたわけですけども、それ自体はすごく10年前ぐらいから毎回この予算委員会の中で要ら

ないんじゃないのっていうことを言ってきたんで、いいんですけども、今また見ると報償費の中で最高齢者及

び百歳祝金及び祝品が計上されております。敬老金の廃止があって、なぜこれが残っているのかの理由を教え

てください。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書は195ページでしょうか、高齢者慶祝事業に関します質疑を承りました。

最高齢及び百歳の祝金と祝品のことでございますけれども、現在新100歳の方の人数でございますが、約14人

から15人ぐらいの方にこの祝品、祝金をお渡ししております。それから、最高齢の方は当然１人ということに

なります。私ども敬老金のほうは廃止いたしましたが、100歳と最高齢につきましては、まだその数からして

非常に貴重なというか、なかなかない年齢だという認識をしておりますので、慶祝事業として残したというこ
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とでございます。 

  以上であります。 

○委員（床鍋義博君） この事業は、もう行政が行うべきでないと何度も言ってるんですけども、要は金額の多

寡や人数の多寡ではないんですよ。要は一定年齢に達したら行政がお金を配るっていう、その制度自体がおか

しいって言ってるんですよ。なので、ずっと敬老金の廃止を言ってきたわけですね。ですから、これまた多く

なったらやめるのかって話になるじゃないですか。ですから、今回敬老金をやめるっていう英断をやったとき

にこれをやめとけばよかったんですよ。これまた何年かすると、これやめるっていうところにずっと上ってく

ると思うんですよ。 

  年齢がね、長生きしたから、行政がお金を出すっていうこと自体がおかしいっていうふうに言ってるんです。

それってもう長生きするのって、人それぞれじゃないですか、個体差って言ったらおかしいですけども、100

歳生きる人と、99歳とかっていう人、生活状況も全く個別に分かれてるし、本当に介護しながら生きながらえ

てる人もいるし、元気のまま70歳、年金もらう前に亡くなっちゃってる方もいたりするじゃないですか。そう

いうことを考えたときに個別案件に行政が踏み込んでお金を出すっていうことの意義を教えてください。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 高齢の方にお金を出す意義ということでございますけれども、失礼、予算書

195ページ、高齢者慶祝事業でございます。私ども様々な考えはあるというふうに認識はしておりますけれど

も、100歳、あるいは最高齢、令和３年度の最高齢はたしか106歳でございましたが、こういった方が市内にい

らっしゃると。そして、それを市がお祝いすると。その事実自体が、今高齢を迎えているほかの方々に対する

意欲というんでしょうか、そういったものにもつながっていくというふうに考えております。ですので、私ど

もとしては、まだ最高齢、あるいは新100歳の方に対するお祝いをすることによって、それは事業効果を金額

ではじき出すことは難しいですけれども、一定の効果というか、そういった意義はあるものだというふうに認

識しております。 

  以上であります。 

○副委員長（森田博之君） 民生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〕 

○副委員長（森田博之君） 異議ないものと認め、民生費の質疑を終了いたします。 

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

○副委員長（森田博之君） 引き続き、第４款衛生費の質疑を行います。 

○委員（東口正美君） 衛生費の質疑を行わせていただきます。 

  予算書260ページ、261ページ、母子保健事業、産後ケア事業がここでスタートしていただきますけれども、

事業の内容、予算スキーム、自己負担額、あと何人ぐらいが何回産後ケアの事業を使えるのかお聞かせくださ

い。 

  同じく、260ページ、261ページ、母子保健事業費で不妊治療の助成金がついております。不妊治療につきま

しては令和４年度から保険適用になると思いますけれども、この助成金との関係について伺いたいのと、保険

適用となる不妊治療の事業内容の詳細についてお聞かせください。 

  266ページ、267ページ、飼い主のいない猫対策事業費、これも新規計上になっておりまして、動物の保護・

譲渡等の助成金がついておりますけれども、この事業内容を伺いたいのと、これは東京都の補助金の活用だと

思いますけれども、この補助金については継続的にずっと使えるものなのか、時限、期間が決まっているのか
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どうか伺いたいと思います。 

  続きまして、276ページ、277ページの野火止用水保全対策事業費の令和４年度の取組と今後の課題について

でございます。こちらも地域環境力活性化事業補助金を使いまして、ここ２年、そして令和４年度が３年目に

なると思うんですけれども、樹木の剪定をしていただいておりまして、この事業の今後の取組について伺いた

いと思います。 

  以上です。 

○健康課長（志村明子君） 予算書260ページ、261ページ、母子保健事業費の産後ケアの内容についてでござい

ます。まず、事業内容につきましては、出産後において家族等から支援を受けることが困難で、育児支援を必

要とする母子を対象に、短期入所もしくは通所により、心身のケア、育児の支援、母子の健康の維持及び増進

に必要な支援を行うものであります。 

  また、事業は、市内の助産院及び産婦人科医院への委託により実施する予定としております。委託料につき

ましては、短期入所型が利用者自己負担額6,000円を含んで１泊当たり５万円、通所型が利用者自己負担額

2,000円を含んで１回当たり１万8,000円として積算しておりますが、積算に当たりましては、他市の委託料を

参考に算出したものでございます。 

  また、利用の見込みにつきましては、短期入所型が１月当たり７人の方が２泊利用として、年間168回分、

あと通所型が１月当たり７人の方が４回利用するものとして、年間336回分を計上しております。 

  以上です。 

○環境部長（松本幹男君） １点目です。予算書の266ページ、267ページ、飼い主のいない猫対策事業です。動

物の保護・譲渡等助成金ということで、今回新規で計上した事業でございます。 

  内容といたしましては、多頭飼育崩壊を未然に防ぐため、飼い主が健康上の理由等でペットの飼育継続が困

難となった場合に、相談ができ、一定の支援を受けることができる体制を整備することを考えております。 

  助成金につきましては、ペットを預かったボランティアに譲渡が決まるまでに要した費用の助成や、飼い主

のいない猫が産んでしまった子猫を保護し、保護された猫が譲渡されるまでの間にかかった経費、こちらの費

用の助成などを行うことを考えております。 

  また、事業の期間という部分では、この事業につきましては、東京都の補助事業を活用して実施する予定で

ございます。地域における動物の支援体制の整備事業ということで、期間が３年間で補助率100％という補助

メニューでございます。こちらを活用することから、３年間の区切りを設けた中で実施することを考えており

ます。 

  ２点目でございます。予算書276、277ページ、野火止用水保全対策事業費の野火止用水維持管理委託料でご

ざいます。こちら令和４年度の取組につきましては、ナラ枯れの被害状況の確認を行いまして、被害樹木につ

きましては引き続き伐採等を考えているところでございます。またあわせて、今年度までに伐採等、令和２年

度、令和３年度と行ってる部分がございますので、そこの経過観察を行うことと併せて、被害が及んでいない

樹木、そちらにつきましては薬剤注入のほうを予定しております。 

  以上です。 

○健康課長（志村明子君） 申し訳ございません、答弁漏れがございました。予算書260、261ページ、母子保健

事業費の不妊治療費等助成金でございます。こちらは令和４年４月から不妊治療が保険適用となることに関連

しての事業の取扱いでございますが、市では東京都の不妊治療費等助成制度を利用された方を対象に上乗せで
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助成する事業を通して実施しております。国は、年度をまたぐ治療については、１回のみ、治療費助成の申請

を認める方針としております。そのため、令和４年３月までに受けた不妊治療の助成を、令和４年度以降に東

京都に申請する方がいることを見込みまして、令和４年度におきましても不妊治療費の助成を継続する予定と

しております。 

  次に、保険適用となる不妊治療の内容についてでございますが、一般不妊治療においては、タイミング法や

人工授精、また特定不妊治療においては、新鮮胚及び凍結胚による体外受精と顕微授精が主な治療内容となり

ます。 

  以上です。 

○副委員長（森田博之君） ここで５分間休憩いたします。 

午後 ３時３２分 休憩 

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

午後 ３時３６分 開議 

○副委員長（森田博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（上林真佐恵君） それでは、お伺いいたします。 

  まず、予算書261ページの不妊治療費等助成金のところで、不育症について、助成について、先ほど御答弁

の中で制度のことについては理解したんですけれども、私も以前、何度か要望させていただいて、都の助成に

上乗せするということで、大変重要な取組だと思うんですけれども、都の助成に上乗せということは、必要な

周知については、そこで周知がされるのかなというふうに思うんですけれども、助成があるんだったら治療し

てみようかっていうきっかけにもなるかと思いますので、どのように必要な人に周知していくのかということ

をちょっとお伺いしたいと思います。 

  それから、その下、予算書261ページの成人保健事業費のところで、昨年度もお尋ねしたんですけれども、

コロナ禍の下で検診の受診を控える方が増える傾向にあったということでしたが、今年度の傾向としてはどう

だったのか、それから市が課題として認識していることと、また市民が適切に検診を受診するために来年度ど

のように取組を行うのか伺います。 

  次に、予算書263ページの胃がんリスク検査委託料のところで、こちらも内視鏡検査、胃カメラの有効性が

確認されていることで要望していますけれども、人間ドックや自治体の胃がん検診でも胃カメラを選べるよう

にしてほしいということで要望してるんですが、昨年の予特での御答弁では、コロナの影響で医師会との検討

については保留になっているということでした。まだ今もコロナの収束の見通しは立ってないので、検討は進

んでないのかなと思うんですが、状況をお伺いしたいのと、来年度に向けての見通しを伺います。 

  次に、281ページの清掃総務費の中の委託料、巡回収集等委託料ですけれども、高齢者等に対するごみ出し

支援について、こちらも毎年要望しています。ごみ出しが困難になって、ごみが適切に出せないことで、いわ

ゆるごみ屋敷になったり、それから害虫が発生して、近所から苦情が来るようなケースなども増えているよう

に感じます。ふれあい収集の事業は、高齢者の見守りという側面もあると思うので、ぜひ実施してほしいと思

うんですが、検討状況をお伺いいたします。 

  以上です。 

○健康課長（志村明子君） 予算書261ページ、母子保健事業の不妊治療費等助成金についてでございます。 

  こちらについての市民の方への周知についてでございますが、市の制度は、東京都の助成事業に上乗せして
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おる事業でありますことから、市の公式ホームページにおきまして、東京都の該当するホームページにリンク

を貼って飛べるようにいたしております。 

  また、東京都のホームページにおきましても、上乗せして助成している区市町村の一覧の区市町村のリスト

を掲載しており、このリストから各区市町村のホームページに飛べるような形になっております。このような

ことから、東京都の助成事業を受けた方が、市の助成事業を知らずに過ぎてしまうというようなことはなく、

漏れなく周知が図られているものというふうに考えております。 

  次に、予算書261ページ、成人保健事業費についてでございます。 

  各がん検診等の令和３年度の対応でありますが、令和２年度の前期に集団検診を中止したことにより、後期

に抽せんを外れた方に対しましては、令和３年度の集団検診のお申込みをいただいた場合には、優先的に受付

をさせていただいております。またさらに、定員を超える申込みがあった場合にも、検診車の稼働日を調整す

るなど、増やすなどして対応いたしております。 

  また、コロナ禍が続く現状におきましては、検診の受診を控える方が一定数おられるものと認識しており、

検診は不要不急の用事ではなく、健康の保持増進のためには重要であることにつきまして、啓発が必要である

というふうに考えてございます。そのため令和４年度におきましては、全戸配付を予定しております健康づく

りカレンダーにそのようなことを掲載させていただき、積極的に市民の皆様に検診を受けていただくよう呼び

かけることを予定しております。 

  次に、予算書263ページ、胃がんリスク検査委託料における胃がん検診の内視鏡への移行に係る医師会との

協議等についてでございますが、現在も昨年度と同様に協議の再開には至っておりません。また、令和４年度

につきましても、新型コロナワクチンの接種を最優先の課題として取り組みますことから、検討に係る協議の

再開につきましても見通しは持っておりません。 

  以上です。 

○ごみ対策課長（中山 仁君） 予算書281ページ、清掃総務費の委託料の巡回収集等委託料のところで御質疑

いただきました。いわゆるふれあい収集と言われています高齢者などへのごみ出し支援につきましては、関係

部署が今課題等を整理してる段階だというふうに私のほうでは認識しております。 

  一番いいのは、対象となっている方々を把握している部署がどのような形でやっていくのかというところを

検討し、ごみ対策課は、収集運搬の事業者がどのような形でやっていくのかっていうところを切り分けをした

中で、対象をどのような形でやっていくのかというところを東大和市に合わせた中で考えていきたいなという

ふうに考えております。ほかの自治体でもいろいろなやり方がありますので、現状調査研究を進めているとい

うような状況でございます。 

  以上です。 

○委員（上林真佐恵君） 予算書281ページの巡回収集等委託料のごみ出し支援のところで、市のほうでも具体

的にこの間検討を進めていただいているのかなというふうに認識しておりますので、ぜひこちらについては来

年の途中からでも実施をお願いしたいというふうに思います。要望です。 

○委員（床鍋義博君） 予算書266ページ、267ページのところで動物の保護・譲渡等助成金ですけれども、先ほ

ど他の委員の質疑で大体の内容は聞きましたけれども、もう一つ聞きたいのは、市が譲渡会を主催するってい

うことなのか、それともボランティアの方を中心に譲渡会を行った後のケアをするっていうことなのか、どち

らかを教えてください。 
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  続きまして、予算書276ページ、277ページのところの公害対策費の公衆喫煙所清掃委託料です。これは場所

がどこなのかということと、喫煙する方が汚すって言ったらおかしいですけど、そういったところなんで、こ

れに対する利用料っていうのは取るのか取らないのかっていったところをお聞かせください。 

  以上、２点です。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書266ページ、267ページ、飼い主のいない猫対策事業費でございます。主な内

容は先ほどと同じですが、今御質疑がございました猫の譲渡会ですね、こちらのほうは今実際にやっていただ

ける方を募るために、具体的な事業の内容も含めた中で今調整を図ってるとこでございます。ただ、市といた

しましては、基本的には譲渡会までやっていただければというところで、今お話はしてるとこでございますが、

ただそこについてはまだ結論には至ってないというところでございます。なので、引き続きの調整を図りたい

というふうに考えております。 

  276ページの２点目でございます。公衆喫煙所清掃委託料の関係でございます。場所につきましては４点ご

ざいます。まず、東大和市駅前公衆喫煙所、２点目が玉川上水駅前公衆喫煙所、上北台駅前公衆喫煙所、最後

に上仲原公園公衆喫煙所というふうになっております。従前から、今年度も委託で行ってるわけですが、来年

度の組織改正に伴いまして、予算の関係で幾つかの事業を公園・緑地管理費ということで予算をつけた関係か

ら、ちょっとそこが見えてないという形になっております。利用料については、現状の既存の公衆喫煙所とな

っておりますので、利用料については頂いておりません。 

  以上です。 

○委員（床鍋義博君） 予算書266ページ、267ページのところ、譲渡会については分かりました。できるだけボ

ランティアの方が今後も継続していけるような仕組みづくりっていうんですかね、これをちょうどこの助成期

間の間にできるといいなと思いますので、ぜひ市の強い後押しをお願いいたします。これは答弁は結構でござ

います。 

  予算書276ページ、277ページの喫煙所のところなんですけども、基本的に喫煙っていうのは嗜好品ですよね。

要は言い方あれですけど、勝手に吸ってる人のために、わざわざ行政が何かお金出して清掃するっていうのは、

いろんなところで利用者負担とかって言う割には、ここのところ利用者負担じゃないのかって、ちょっと違和

感を感じるんですよ。 

  もちろん公園の一部のところは、公園が汚くなってしまったら景観悪いですし、雰囲気も悪くなってしまう

のは分かるんですけれども、ここのところって、確かに散らかしっ放しでそのままになってたら、確かに行政

としてどうなんだっていう苦情が来るのは分かるんですけども、ここのところは利用料については検討しても

いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、その点はそういう議論が庁内で上がったこととか、検

討とかっていう課題とかはないんでしょうか。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書276、277ページの公害対策事業費の公衆喫煙所の関係でございます。基本的

に現在４か所設置してございますが、設置に係る経費は、基本的には東京都の補助制度を100％充当している

ということと、あとはＪＴさんにも一定の協力をいただいてるというところで成り立ってるものでございます。 

  したがいまして、今の現状の中では、日々の維持管理、清掃というところで経費がかかってるわけでござい

ますが、ただそこの受益者負担というところを、どうやってあの状態で線を引いていくかっていう、なかなか

現実の壁というものがあろうかと思ってます。 

  ですから、受益者負担を別に私は否定するつもりは毛頭ないと思っておりますが、ただ現状の中でのそこの
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難しさ、それとあともう１点は、たばこ税ということで５億円ほど市の歳入としていただいておりますので、

そことのやっぱりバランスは見ていく必要性はあるのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（中間建二君） ２点伺います。 

  258ページから261ページにかけての成人保健事業費の中で、先ほども質疑ございましたが、各種がん検診の

受診率の向上については、非常に大事な施策になってまいります。コロナ禍でどうしてもがん検診の受診率の

低下が懸念されている中で、令和４年度の取組が非常に大事になってくるかと思っております。具体的にどの

ような目標を持って取り組んでいかれるのか、受診率の向上策について再度伺いたいと思います。 

  277ページの公害対策事業費でありますが、この中での受動喫煙対策について、先ほど公共の喫煙所の質疑

もございました。このような形で受動喫煙対策を東大和市としても進めていただいてはいるわけですが、一方

で、なかなか歩きたばこ、またポイ捨て等、受動喫煙対策の強化も必要になっているというふうに受け止めて

おります。実効性のある条例制定が必要かと考えておりますが、令和４年度の取組について伺わせていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○健康課長（志村明子君） 予算書258ページから261ページ、成人保健事業費の中のがん検診の受診率向上に向

けた取組でございます。令和４年度につきましては、令和３年度、今年度の申込みの状況を踏まえまして、複

数の検診で定員のほうを増やす予定としております。該当する検診につきましては、肝炎ウイルス検診、胃が

ん検診、乳がん検診、大腸がん検診をそれぞれ50前後から100前後ぐらい定員を増やす予定としております。 

  また、がん検診におきましては、受診後の要精密検査となった方の結果の把握が非常に重要でありますこと

から、市としましては、市の検診を受けて精密検査が必要となった方につきましては、その後のフォローをし、

把握のほうをするような形で、担当等が市民の方への連絡等できちんと確認のほうをしていくような形で対応

してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書277ページ、公害対策事業費です。受動喫煙対策ということでございますが、

一応市のほうでは受動喫煙防止対策に関わる基本方針というのを策定しているところでございます。その中で、

屋外規制のルール化等の検討というのを掲げております。 

  検討を進める中で、条例制定に関して、多摩地区の他の自治体の状況ですとかの情報収集にも努めたところ

でございますが、条例の目的が、かなりここについては分かれてしまっているという状況がございます。環境

美化や迷惑行為に当たる防止っていうところもあれば、また受動喫煙の防止ということで、そこまで踏み込ん

でいる自治体等、様々な今状況になっております。 

  したがいまして、市では屋外喫煙のルール化等を軸として、たばこの吸い殻のポイ捨て禁止など、喫煙マナ

ーの向上に引き続き努めて、条例の目的と規制する事項を十分に見極めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 予算書265ページの予防費、予防事業費のところでお尋ねします。予防接種健康被害調

査委員会委員報酬というのがありますけれども、実際に検討された事案など令和３年度にあったのかお伺いし

ます。副反応の被害で国への報告が多いヒトパピローマウイルスワクチンの接種については、積極的な接種の
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勧奨の再開について現状、状況はどのようになっているのかお伺いします。また、令和４年度の市からの接種

券の発送の予定についてもお伺いします。 

  それから、予算書274ページから277ページにかけてだと思うのですが、環境対策課の事業についてお尋ねし

ます。エネルギー対策やＣＯ2の削減については環境対策課で行っていくというようなことが私の以前の質問

の中でも御答弁があったのですけれども、予算書には特にどういった事業があるのかというのがちょっと私に

は分からなかったので、令和４年度の取組についてお伺いします。 

  地球温暖化対策実行計画第四次が令和４年度から始まると思いますけれども、その対応をどういうところで

行っていくのか、あるいは区域施策編、エネルギー計画などの取組も進めていただきたいと思いますので、こ

の点についてお伺いします。 

○健康課長（志村明子君） 予算書265ページ、予防事業費の中の予防接種健康被害調査委員会についてでござ

います。こちらは定期予防接種に係る健康被害が出たときに開催するものでございますけども、これまで市に

おいては、健康被害委員会を開催したことはございません。 

  次に、ヒトパピローマウイルスワクチンの積極的勧奨の差し控えの現状についてでございますけども、第72

回厚生科学審議会におきまして、積極的勧奨差し控えの状態を終了することが妥当との協議が出されましたこ

とから、国の通知が令和３年11月26日に発出されております。 

  ３点目でございます。令和４年度の発送等の予定についてでございますけども、国により積極的勧奨の差し

控えが終了されたことから、市におきましては４月以降に対象となる方に順次発送できるように準備を進めて

いるところでございます。 

  以上です。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書274ページから277ページにかけましての環境対策課ができる部分でのエネル

ギー対策ということでございますが、具体的に当初予算のほうに記載のほうはされてないので、予算の計上も

現時点ではされてないというところでございます。 

  ただ、今後につきまして、喫緊の課題で取り組まなければいけないというのがございますので、必要に応じ

た中で、国や都の特定財源が活用できれば、その段階で補正予算等、新年度に入った段階でそこは速やかに取

りかかるケースは出てくるかというふうに考えております。 

  それで、第四次東大和市地球温暖化対策の実行計画でございますが、これにつきましては、取組については、

全職員がここについては、まずはそういう必要性の意識をきちんと持っていただく中で、仕事に取り組んでい

く。やはりそこんところを醸成していかなければいけないので、基本的な取組というのは、全庁全職員という

ふうに私どもでは作成をここでしたところでございます。 

  それとあと、区域施策編ということでございますが、ここにつきましては、やはり環境対策課が、導入部に

ついては一定程度の場合によっては予算化をさせていただく中で、東大和市域全体の市民や事業者も巻き込ん

だ中での将来的には時間のない中での制度設計というのは、青写真をつくっていくべきであろうというふうに

は考えております。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 予算書265ページの予防費のヒトパピローマウイルスワクチンの接種券の発送なんです

けれども、対象となる方ということで、これまで令和３年度に発送した方には令和４年度には送らずに、令和

４年度に新たに対象になった方にのみ令和４年度に送るのかということを確認させてください。 
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  それから、予算書274ページ以降のところなんですが、そのようなことだろうなというふうには思うのです

けれども、科目として、どこに当たるのかというのが分からないんですけれども、今のところ特に事業の予算

がないということで、載せてないということなんでしょうか、そこを教えてください。 

○健康課長（志村明子君） 予算書265ページ、予防事業費におけますヒトパピローマウイルスワクチンの発送

の対象についてでございます。今現在予定しておりますのは、ワクチン接種の対象となります小学校６年から

高校１年の方を対象としております。 

  また、今年度中に送りました方など、これまで接種機会を逃した方への対応につきましては、国のほうが今

後専門の分科会等で公費による接種機会の提供などを検討していくということですから、今後国の通知等によ

り対応を検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書の274ページから277ページでございますが、あくまでも今ここのページにつ

きましては環境対策課の行う業務となっております。実際に第四次の計画を来月から実践していく中では、そ

れぞれのやはり事業課の中において、取り組むべき予算っていうのが計上されていくということになってまい

ります。 

  具体的には、第四次計画の中では大きく２つ挙げてます。 

  １点目については、公共施設のＬＥＤ化を全て実施していくということ。そうすれば、当然それぞれの所管

する部署の事業費という形の中で予算化がされてくるというものになってまいります。 

  ２点目としては、再生可能エネルギーなどからつくられる電気の使用ということもございますので、これも

それぞれ電気を使用する主管課において予算計上がされてくるという形になってまいりますので、あくまでも

環境対策課のほうで具体的にこのためのエネルギー対策に特化するために、今は予算は計上されてないという、

そういう意味でございます。 

  以上です。 

○委員（森田真一君） 一つだけお伺いします。予算書281ページでごみ減量推進事業費になると思うんですが、

湖畔の住民の方々から、こんな話を聞くんですけども、冬に多摩湖周辺に積もった落ち葉が北風で吹き込んで

きて、大変な量で困っているんだという話が寄せられております。自分で掃き集めて捨てるっていうのは、こ

れは協力するけれども、量が何分多いもんで、度々のことなもんですから、全て袋だけでも現物提供していた

だくとか、そういうことはできないかということで、例えば申出があったら一定の枚数分けていただくとかと

いうようなことができるかどうかということでお話を聞くんですが、いかがでしょうか。 

○ごみ対策課長（中山 仁君） 予算書281ページ、ごみ減量推進事業費でございます。地域清掃ということで、

市民の皆様に物すごく御協力いただいて、環境美化ということでやっていただいているということで本当に頭

が下がる思いでおります。 

  その中で、その対象となる落ち葉を掃き掃除していただいた方、できればごみ対策課を御案内いただいて、

一定数はお渡しすることは可能です。ただ、その中で、あれもこれもという話ではございませんで、今１種類、

これでお願いしますというお話をさせていただいていますので、ぜひごみ対策課を御案内いただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○副委員長（森田博之君） 衛生費の質疑を終了して御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（森田博之君） 御異議ないものと認め、衛生費の質疑を終了いたします。 

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

○副委員長（森田博之君） 引き続き、第５款労働費の質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○副委員長（森田博之君） 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〕 

○副委員長（森田博之君） 御異議ないものと認め、労働費の質疑を終了いたします。 

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

○副委員長（森田博之君） 引き続き、第６款農林業費の質疑を行います。 

○委員（森田真一君） 一つだけお伺いします。予算書288ページ、農林業費のところで伺いますが、農業振興

対策事業費のうち、都市農業活性化事業補助金の皆減という御説明があったんですが、この理由についてお伺

いします。 

○産業振興課長（小川 泉君） 予算書290ページ、291ページでよろしいでしょうか。農林業費におきます農業

振興対策事業についてでございます。この中で都市農業活性化事業が昨年度はございました。この事業は、東

京都の補助を活用し、認定農業者に対しまして農業施設等の整備を支援いたしまして、都市農業が持つ多面的

機能のさらなる発揮を推進するといった内容の補助でございます。令和３年度には、対象となります認定農業

者が２名おりましたが、令和４年度は対象者、いわゆる申請者でございますけども、いなかったことによりま

して、皆減となっているといった状況でございます。 

  以上でございます。 

○副委員長（森田博之君） 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〕 

○副委員長（森田博之君） 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。 

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

○副委員長（森田博之君） 引き続き、第７款商工費の質疑を行います。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、２点ほどお伺いさせていただきます。 

  予算書296から299ページの商工振興対策事業費ですけれども、令和４年度の創業支援、また商店街支援の詳

細はどのようなものかお伺いしたいと思います。また、市は産業振興基本計画の方向性をどのように考えてい

るのか、これについてもお伺いしたいと思います。 

  続いて、予算書301ページ、観光推進事業費、うまべぇのぬいぐるみの作成・販売により東大和市の魅力の

発信についてですけれども、これはどのようなものなのか、活用方法及び販売数と価格についてお伺いします。

また、グルメウォーキングに関して、令和４年度の取組内容、また参加店舗及び参加者の数の見込みについて

お伺いしたいと思います。 

○産業振興課長（小川 泉君） 予算書296ページから299ページにかけまして商工振興対策事業費でございます。 

  令和４年度の創業支援、商店街支援の詳細でありますけれども、創業支援につきましては、８月の下旬から

９月頃にかけまして、当市主催の創業塾の開催を、また６月と11月には、連携機関でございます中小企業大学

校東京校ビジネスト主催のナイトスクールといったものの開催を予定しております。また、創業チャレンジ施
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設にて創業準備を進めていらっしゃる方々に対しましても必要な支援を行っていく予定でおります。 

  商店街支援でございますが、商店街チャレンジ戦略支援事業が、６つの商店街で10事業予定されております。

さらに、商店街活性化に向けましての補助事業においては、富士見通りの商店街を中心としたワークショップ

を複数回開催いたしまして、美術系大学生との協同によりますアートを用いた魅力あふれる商店街の創出とい

ったものを目指してまいりたいというふうに考えております。 

  次に、産業振興基本計画の方向性でございます。令和４年、５年は、現計画期間中に新たに取り組んだ内容

等を組み込むなどしまして、２年間の延伸計画とするところでございます。この２年間において策定いたしま

す次期計画におきましては、アフターコロナに対応する産業の計画として、市の総合計画に基づき、農業にお

きましては農地の保全・活用、農業の担い手の確保や育成、地産地消の推進など、農業の振興に取り組み、都

市農業の機能が十分発揮されるまちづくりを、また商工業におきましては、引き続き創業支援等を通じた商店

街や企業活動の活性化などを進めるほか、勤労者支援に取り組み、地域の中でよりよい経済循環を生み出すま

ちづくりを進めていける内容としたいというふうに考えております。 

  また、東京都は今後未来を創る商店街支援事業、また東京都スマート商店街推進事業などといったデジタル

化を進める各種施策を予算に投入すると言っております。こうした流れを活用できるよう、当市におきまして

もコロナ禍において事業効果を上げてまいりました非接触決済の普及等が今後も生かされていくように、デジ

タルといったキーワードも盛り込み、さらにＳＤＧｓに関連し、商店街の加入促進や組織強化、また若手リー

ダーづくりといった活力あるまちづくり、持続可能なまちづくりを目指した計画として検討を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○市民部副参事（佐伯芳幸君） 予算書301から302ページ、観光推進事業費につきまして御質疑をいただきまし

た。 

  一つ目の、うまべぇのぬいぐるみにつきましては、柔らかい手触りの素材でありますベルモアという素材を

使用した大きさ約10センチメートルのうまべぇをかたどった形態に小さなチェーンを付けたものを1,000個、

製作します。それにつきましては、産業振興課の窓口やイベント等で出張販売を予定してございます。 

  このぬいぐるみを活用した魅力発信につきましては、令和４年度から開始するうまべぇインスタグラムを活

用し、ぬいぐるみと一緒に市内観光情報などを発信することで、観光キャラクターうまべぇのさらなる認知度

の向上、新たな東大和市のＰＲにつなげることと考えております。令和４年度は、うまべぇぬいぐるみの販売

目標については400個、販売価格については１体900円を考えております。 

  続きまして、同じ予算書301ページ、グルメウォーキングのことに関しましては、新型コロナウイルス感染

症の状況を踏まえ、新しい生活様式に基づき、感染症拡大防止対策を講じたイベントの実施を考えております。

具体的には、実行委員会から提案がございましたスイーツ店舗を回遊するウォーキングイベントを実施するこ

とや、イベント終了後に参加者や市民の方々が来店につながる企画として、参加店舗がうまべぇをかたどった

うまべぇカップを使用した逸品の販売をしてまいりたいと考えております。 

  参加店舗数につきましては、見込みにつきましては、平成31年度に実施、参加していただきました17店舗に

加えて、新たな参加店舗に募集を呼びかける予定でございます。参加者数につきましては、各店舗での３密状

態を避けるため、前回600人の定員数を設けて開催した実績があることから、実行委員会と検討してまいりた

いと考えております。 
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  以上でございます。 

○委員（木戸岡秀彦君） どうもありがとうございます。 

  予算書296から299ページの商工振興対策事業費ですけれども、これに関しては、先ほど富士見通りでワーク

ショップということで何度か行うということで、市民の方がなかなか知らないケースもございますので、ぜひ

広報を広くしていただきたいなと思います。 

  同じく予算書の301ページですけれども、うまべぇはかなり認知度も高くなってきてますし、そういった意

味では、今お話があった様々な取組、ぜひこれに関しても市民の皆様がこういうものがあるんだというものを

しっかりと広報を充実させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは要望です。 

  以上です。 

○副委員長（森田博之君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ４時１４分 休憩 

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

午後 ４時２１分 開議 

○副委員長（森田博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（尾崎利一君） 296ページのところで商工振興費、令和３年度の中小企業者応援金の実績を伺います。

応援金を支給した件数と総額、事務費等の額と事業費総額を伺います。令和４年度にこの事業、予算化されて

ないですけれども、この事業を実施する点での課題について伺います。 

○産業振興課長（小川 泉君） 予算書296ページ、297ページにございます商工振興対策事業についての御質疑

でございます。 

  令和３年度に実施いたしました企業等応援金の実績でございます。応援金の支給件数が674件で、一律10万

円の支援金でございましたので、6,740万円となります。事務費等につきましては40万9,000円で、事業費の総

額は6,780万9,000円となります。 

  令和４年度に同様の事業を実施する場合の課題という点でございますけれども、令和３年度の企業等応援金

の支給が終わって以降、東大和市商工会をはじめといたします経済活動関係団体から特段御意見や御要望等は

いただいておりません。こうしたことから、検討に際しましては、東大和市商工会等の御意見も参考にさせて

いただきながら調整する必要があるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○副委員長（森田博之君） 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〕 

○副委員長（森田博之君） 御異議ないものと認め、商工費の質疑を終了いたします。 

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

○副委員長（森田博之君） 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） 何点か伺います。 

  予算書307ページ及び311ページの道路管理費及び市内道路改良事業費におけます令和４年度の雨水対策全般

につきまして、詳細どのようなものか伺いたいと思います。詳細と併せまして、その効果をどのように見込ん

でいるのかも教えていただければと思います。 

  続きまして、予算書309ページの交通安全施設管理費の中で、新規事業になっておりますけれども、横断歩
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道の手前のカラー舗装工事につきまして、この箇所につきまして市内全域で取り組まれるのか、またポイント

を絞って取り組まれるのか、この点について伺います。 

  続きまして、予算書311ページ、市内道路改良事業費でございます。歩道と車道の段差解消によります舗装

解消箇所はどこなのか、何か所なのかについて伺います。また、新規事業になっております路面性状調査の結

果によります舗装対象につきまして、その箇所はどこなのか、この点について伺います。 

○土木課長（寺島由紀夫君） １点目から３点目まで、私のほうで答弁させていただきます。 

  まず、１点目、予算書307ページ、311ページ、道路管理費、市内道路改良事業費の関係です。令和４年度の

雨水対策の詳細ということでございますが、予算書307ページの道路管理費の12の委託料にその旨が掲載され

ております。その中の５の委託事業が対象になってございます。 

  一つは、仲原排水管清掃委託、こちらにつきましては平成30年度に全スパン清掃を実施いたしまして、その

後、適切に管理していくということで計上してございます。 

  それから、市内一円集水ます清掃委託、こちらにつきましては令和４年度につきましては芋窪、蔵敷方面を

行う予定でございます。 

  雨水浸透井清掃委託につきましては、市内30か所程度を予定しております。 

  それから、排水管及び集水ます清掃委託でございます。こちらは一部について浸水箇所を毎年実施してござ

います。 

  もう１点、道路清掃委託でございます。こちらは道路の路肩の落ち葉、ごみ類を清掃し、集水ますでの詰ま

りをなくすようなことの清掃でございます。 

  効果についてでございますが、これらの清掃事業を毎年適切に実施することによりまして、道路に降った雨

水の排水をより早く処理し、最大限機能を発揮させるよう努め、その能力を100％発揮できるようにすること

で、浸水量の軽減になるものと考えてございます。また、継続して実施していくことが大事であると考えてご

ざいます。 

  それから、予算書311ページの市内道路改良事業費では、雨水浸透施設の設置工事費と、それから実施設計

委託料を計上してございます。設置工事につきましては、向原６丁目、場所は東大和市駅前交差点から用水北

通りを東に向かって130メートルほど進んで、右側に入った路線でございます。こちらの路線で、ボックス式

多孔板方式による貯留浸透槽による浸透施設の設置をする予定でございます。 

  また、実施設計委託につきましては、南街３丁目の新海道公園内で既存の雨水浸透井の施設の浸透容量を増

やすための工事に伴う実施設計を行う予定でございます。こちらの効果につきましては、設置工事につきまし

ては、市道第１号線、用水北通り及び野火止用水沿いの市道第401号線の浸水軽減が期待できるものと考えて

ございます。また、実施設計委託の場所につきましては、市道第６号線、富士見通り沿いでございまして、南

街交番前交差点付近、また都道青梅街道の浸水被害の軽減が期待できるものとして設計するものでございます。 

  続きまして、２点目の交通安全施設の関係です。予算書309ページ、交通安全施設の管理費でございますが、

横断歩道手前のカラー舗装、市内全域かということでございますが、こちらは令和２年10月に市道第１号線、

用水北通りの第三小学校前西側、信号機のない交差点でございますが、こちらで発生しました小学生の重傷交

通事故に係る安全対策としまして、横断歩道の手前のカラー舗装工事を行うものでございまして、警視庁本部

からの要請によるものでございます。対策を実施することによりまして、より一層の安全対策を図ることがで

きるものと考えてございます。 
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  続きまして、３点目でございます。311ページの市内道路改良事業費の中のまず１点目ですが、歩道と車道

の段差解消による舗装解消箇所はどこかというところでございますが、令和３年度までは、歩道巻き込み部と

車道の段差を解消する歩道改良工事を実施してまいりましたが、令和４年度につきましては、段差の解消では

なく、主に視覚障害者用誘導用ブロック─黄色い点字ブロックの設置を予定してございます。場所につき

ましては、市道第９号線、いちょう通りの歩道でございまして、中央通りと桜街道の間の区間の４か所を予定

してございます。 

  続きまして、その中の２点目、路面性状調査の結果による舗装対象箇所ということでございますが、令和２

年度と令和３年度におきまして、舗装の現況調査としまして、路面性状調査を実施しました。令和４年度につ

きましては、その調査結果を踏まえまして、路線の修繕費を算出し、修繕路線の優先順位を決定し、年度ごと

の修繕路線を計画してまいります。 

  調査では、１、健全、２、機能保持段階、３、修繕段階の３つに分けておりまして、修繕段階にある箇所が

舗装対象箇所となります。具体的な場所につきましては、令和４年度の舗装修繕計画策定の中で決定してまい

りますので、現在のところ舗装対象箇所はどこかというところは、また今後のこの計画の中のことになるとい

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） ３点伺います。 

  323ページの市営住宅管理費でありますが、令和４年度の市営住宅管理戸数がどうなっているのか。また、

年々市営住宅老朽化に伴って、住宅をなくしていくような形になってるかと思いますが、敷地面積に占める空

き地の割合がどうなっているのか伺いたいと思います。また、この管理戸数が減ることによって、空き地が創

出された場合に、他の用途への転用について、どのような形で検討が今図られているのか、令和４年度の取組

について伺います。 

  続いて、323ページ、都市計画道路３・４・17号線の用地買収事業と整備事業費でありますけども、この

３・４・17号線の整備については、できる限りの前倒し工事をということで繰り返し求めてまいりました。本

定例会でも補正予算の中で先行しての財源確保ができたものと認識しておりますが、令和４年度の取組と、ま

たこの事業終了までのスケジュールについて改めて確認させていただき、またできる限りの前倒しを図ってい

ただきたいと考えておりますが、この点について御説明いただきたいと思います。 

  ３点目、325ページの住宅管理費でありますが、住宅等耐震助成事業費で、ここで通行障害建築物となる組

積造の塀の耐震化に係る助成金が計上されております。この事業の詳細と、具体的な場所等が決まっているの

か、どのような事業が図られるのかについて伺わせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 予算書323ページ、市営住宅管理費で令和４年度の市営住宅管理戸数と敷地面

積に占めます空き地の割合についてでございます。こちらのほうですが、管理戸数につきましては、現在16戸

でございます。また、敷地面積なんですが、全体で約１万1,371平米ございまして、これに対して空き地のほ

うが全体で約8,015平方メートルになってございます。空き地の割合としましては約70％ということになって

ございます。 

  続きまして、２点目の御質疑ですが、市営住宅の空き地の検討についてということでございます。市では、

公共施設等総合管理計画及び公共施設再編計画に即して、建築系の公共施設の更新等を進めてまいりますが、
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その過程で用途を廃止した建物は順次解体撤去し、その跡地につきましては、有効活用の検討対象となること

が考えられます。市営住宅の用地につきましては、第１団地から第４団地までの４か所におきまして、１戸単

位で解体撤去した跡地が未利用となっておりますが、居住者の生活環境の維持を踏まえつつ、資産の有効活用

を図るため、現時点では団地単位の用地が未利用となることも視野に入れながら、所管課において適切に維持

管理しているとこでございます。 

  未利用財産の活用といたしましては、公民連携手法による有効活用や売却、貸付け等が想定できるところで

はございますが、公平・公正で有効な活用を図る観点から今後検討していく必要があるものと考えております。 

  以上でございます。 

○都市計画課長（稲毛秀憲君） 予算書323ページ、都市計画道路３・４・17号線整備事業についてであります。 

  最初に、用地買収事業についてお答えします。令和４年度につきましては、用地買収事業費の計上はござい

ませんが、令和３年度予算を繰り越し、土地開発公社が先行取得する１件、457.23平方メートルの用地を市が

買い戻すことを予定しております。これにより、現時点では令和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。 

  整備事業につきましては、後ほど土木課長からお答えいたします。 

  次に、全体スケジュールにつきましては、用地取得が完了した後に、各占用者の支障移設工事、電線共同溝

設置等工事、街路築造工事を施工し、事業が完了いたします。 

  次に、事業の完了時期につきましては、用地取得の完了時期に依存いたしますので、現時点では具体的にお

示しできる段階にはありませんが、用地取得完了の時期を見極めながら、事業完了時期への影響をできる限り

抑えていくべく、関係各所との調整を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 予算書323ページ、都市計画道路３・４・17号線の整備事業について、私のほう

で答弁させていただきます。 

  まず、実施設計委託料を計上してございます。こちらにつきましては、今後の関係機関との調整などで、実

施設計の修正作業を見込んだものでございます。 

  もう一つ、配電設備等移設補償費を見込んでございます。こちらにつきましては、無電柱化としまして、電

線共同溝を設置する事前の工事で、地上機器設置部分の電力管の切り回しの工事がございまして、その移設補

償費を計上しているものでございます。令和４年度の取組、整備事業としては、このような予定でございます。 

  以上でございます。 

○都市建設部副参事（梅山直人君） 予算書325ページ、通行障害建築物となる組積造の塀耐震化助成金につい

てでありますが、東京都は、東京都耐震改修促進計画等において、特定緊急輸送道路に接する建物に附属する

組積造の塀のうち、新耐震基準導入より前に建築された一定の長さ及び高さを有するものを通行障害建築物と

なる組積造の塀として、令和２年４月１日から耐震診断の実施等を義務づけるとともに、耐震性が不十分な当

該ブロック塀等の解消を目標に掲げております。 

  令和３年12月に改定した東大和市耐震改修促進計画においては、同様の目標を掲げるとともに、除却費用等

の助成制度について検討することとしており、令和４年度予算において、市内の耐震性が不十分な当該ブロッ

ク塀等約28.61メーターの除却等に要する費用の一部を計上したものであります。 

  令和４年度の事業展開につきましては、所管行政庁である東京都と連携しながら、所有者等に対し、助成制



 

－69－ 

度の活用と併せて耐震化を働きかけることにより、その解消に努めていきたいと考えております。 

  なお、東京都耐震改修促進計画では、令和４年度以降に耐震診断結果等を公表するとされておりますことか

ら、具体的な場所等につきまして、この場でのお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員（中間建二君） 再度伺いますが、323ページの市営住宅管理費でありますが、管理戸数16戸、また全体

の７割が未利用地、空き地になってるということで確認がなされました。４つの団地の団地単位での有効活用

も検討していくということでございますが、これは例えば１つの団地で１戸でも、当然居住者の居住権を確保

することは大前提でありますけども、１戸でも残っていれば、他の用途での活用というのは難しいのか。 

  やはり例えば南街であれば、富士見通り商店街等から、市営住宅の敷地を例えば商店街の駐車場として利用

ができれば、地域経済の活性化にも資するというような御意見、御要望もあったり、それぞれの住宅の場所、

地域性に合わせて、地域のニーズに合わせた、また市の魅力創出につながる有効活用を図っていくということ

が非常に大事になってくるかと思いますが、この点についての考え方について再度伺わせていただきたいと思

います。 

  323ページの３・４・17号線については、できる限りの前倒しをということで、当然財源の確保も伴わなけ

れば事業も進んでいかないかと思いますが、やはりこれはどうしても単年度単年度、東京都との調整、協議と

いうことになってくるのか、この点についても再度確認させていただきたいと思います。 

  325ページの組積造の塀については、場所はまだ調整中だということでございますので、これは決まり次第、

できるだけ早く情報提供していただきたいと思いますので、この３点目については要望として受け止めていた

だければと思います。 

  ２点、よろしくお願いいたします。 

○総務管財課長（宮田智雄君） 予算書323ページ、市営住宅の管理費についてでございます。先ほどの御質疑

では、１戸でも残っていた場合、その他の空き地についての有効活用がさらにできないかという検討について

でございます。基本的には、やはり１戸でも住民の方が住まわれている中では、居住権を守っていくというこ

とが大前提になってございますので、そこの部分ですぐ活用ということは今のところ考えてはおりません。 

  ただ、過去の研究の中で、やはり今委員のほうからお話がございましたコインパーキング等の活用ですが、

その辺についても参考までの御意見としてお聞きしたところはございます。立地条件から言いますと、収益事

業として成り立つには少し厳しいかなというのが、第１、第２、第３住宅は、ちょっと駅から離れているとい

うことが一つ。それから、第４住宅につきましては、商業施設も近くにございますので、そういう点から収益

事業がいかがかなというようなところで御意見を伺ったという経過がございます。現在のところは研究という

ところでとどまってるとこでございます。 

  以上でございます。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 予算書323ページ、都市計画道路３・４・17号線の関係でございます。東京都と

の調整が毎年になるのかということでございますが、用地買収、また電線共同溝の手続の関係、また道路整備

工事、こちらの関係で補助金や調整等が発生しますが、毎年になるかどうかは、ちょっとその辺はまだ未定で

ございますが、常に東京都さんのほうと調整を取って進めていかなければならない事業というふうに考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 
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○委員（上林真佐恵君） それでは、３点伺います。 

  まず、予算書311ページの市内道路改良事業費のところで、先ほども路面性状調査に基づいて、舗装修繕計

画を策定するということで伺いましたが、策定の時期はいつ頃と見込んでいるのかっていうことと、それから

今も緊急性のあるところですとか、あと市民の方からの要望で補修等はしていただいてると思うんですけれど

も、計画との関係で来年度どういうふうになっていくのかということについてもお伺いしたいと思います。 

  それから、予算書311ページの街路樹等管理費と、あと予算書319ページの公園・緑地管理費のところかと思

うんですけれども、上仲原公園や、その他、市内の道路等でナラ枯れ等による樹木の伐採を行ってると思うん

ですが、ナラ枯れ以外の樹木については、どのような基準に基づいて伐採してるかっていうことと、それから

世界的に気候危機が深刻な課題となっていて、そういう中で、環境保全のために、伐採したところは新たに植

樹はしないのかというような市民の方からの声もありました。長期的に緑地の維持管理をやはりしてほしいと

思うんですが、緑地の必要性に対する認識と、伐採後、どのようにしていくかということについての見通しを

お伺いします。 

  それから、予算書321ページの木製遊具等設置工事費ですけれども、森林環境譲与税による公園遊具の更新

を順次行っていただいていると思うんですが、来年度予定している遊具の更新の詳細と、それから今後森林環

境譲与税による公園遊具の更新っていうのは今後も長期間にわたって続いていくのかどうか、そのあたりの見

通しをお伺いいたします。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 予算書311ページ、市内道路改良事業費の舗装補修計画の関係でございます。計

画策定の時期はいつ頃かということでございますが、来年度、発注しまして、確定ではございませんが、令和

４年度末近くになるものと考えてございます。 

  また、その中で、先ほどの答弁の中で修繕の段階にある路線を修繕していくということで話をさせてもらい

ましたが、そのような計画の中で、舗装のひび割れ度、わだち掘れ量、凹凸及び平坦性の状況を総合的に判断

した中で算出した修繕費及び修繕の優先順位から予算の平準化を図り、修繕する路線を設定していくことにな

るというようなことで考えてございます。 

  それから、同じく311ページの街路樹等管理費のナラ枯れ以外にっていうことでございますが、街路樹につ

きましては、桜であったりとか、その他樹木が枯れて、倒木があったりすることがあります。こちらについて

は、植樹後、30年から50年ぐらいたっているところもございますので、今後こちらの更新計画等を見据えてち

ょっと検討していかなければならないということで考えてございます。 

  以上です。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書319ページ、公園・緑地管理費です。ナラ枯れ以外の公園等におけます樹木

の伐採基準ということでございますが、具体的に伐採基準というのは持ち合わせてございません。現在ナラ枯

れ対応を実施しておりますので、そのバランスの中では剪定等させていただいているという状況でございます。 

  あと、今のナラ枯れの伐採事業をやる中で、樹齢のあまり長い木が残り続けるということは、一見して、樹

木伐採って意外と批判を浴びてしまう部分なんですが、ただあまり長い樹木をいつまでも生育させてるという

のは、温暖化を加速させるというふうにも言われておりますので、これを機会にその辺の今後研究はしていか

なければいけないのかなというふうに考えております。 

  また、必要性等についてでございますけれども、樹木の必要性は、生態系や地球環境、また生活環境の改善

の面において、大きな役割を果たしていると考えております。ですから、伐採後の対応ということにつきまし
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ては、現状のナラ枯れがまだ終息を見てないというところでございますので、その辺の動向をまずは見てまい

りたいというふうに考えております。 

  ２点目の予算書320ページ、森林環境譲与税の関係でございます。森林環境譲与税につきましては、森林の

整備及びその促進に関する費用に充てることとされております。具体的には間伐や人材育成、担い手の確保、

木材の利用の促進等に活用するということになっております。そのことから、木材を利用した複合遊具を令和

４年度についても設置してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（上林真佐恵君） 再質疑ですけれども、一つは、予算書311ページの舗装修繕計画の策定のところで、

この計画策定自体は来年度末頃ということなんですけれども、同時進行的に策定の前にも必要なところは補修

していくっていう考え方なのか、この策定を待ってやっていくってことなのか、ちょっとそこを確認させてい

ただきたい。 

  それから、予算書311ページの街路樹等管理費と319ページの公園・緑地管理費のところは、ここもちょっと

確認ですけれども、もちろん倒木のおそれがあるものとか、すごく大木化してるっていうようなところは、伐

採などして、安全にしていく必要があると思うんですけれども、要はなくなったままにしておくのかどうかっ

ていうところが、市民の方が一番気になっているところで、ナラ枯れの状況などを見て検討ということでした

けれども、将来的には、またそこに別の木を植えるなどして、緑地を保全するっていうふうな受け止めでいい

のか、そこの確認をさせてください。 

  それから、予算書321ページの木製遊具のところは、今後長期的に森林環境譲与税による遊具の更新を期待

できるのかっていうこともお尋ねしたので、そこも教えてください。 

○土木課長（寺島由紀夫君） 予算書311ページ、市内道路改良事業費の舗装修繕計画策定についてでございま

す。策定を待ってから、計画に沿って生活道路等を補修していくのかっていうことでございますが、劣化状況

ですね、現地を見て緊急的にやらなければならないところは部分的に補修していく必要があると考えてござい

ます。その他につきましては、路線として、計画的に実施していくというようなことで考えてございます。 

  それから、予算書311ページの街路樹等管理費でございますが、木を伐採したところ、枯れ木で伐採したと

ころでございますが、そちらについては、土の中に菌が入ってて、同じところに植えることがなかなか難しい

ので、改めて計画をまた策定してやらなければいけないというふうなことで考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書の319ページ、公園・緑地管理費です。樹木伐採につきましては、先ほど土

木課長が申し上げた部分と、公園等についても同じにはなるわけですが、ただ私どもで今管理している場所で

申し上げますと、狭山緑地ですとか、野火止用水とか、他の場所も伐採等行っておりますので、特に狭山緑地

の場合につきましては、まだ時間が短いので、何とも言えないんですが、今後ですね、状況の変化は見られて

ませんけれど、将来的には、ここでかなり伐採したことによりまして、日照の向上が得られるというふうに考

えておりますので、今後実生木、それらの生育も将来的には期待できるものというふうに考えております。 

  それと、次の予算書320ページの公園の遊具の関係でございますが、森林環境譲与税につきましては、今後

の取扱いというところでは、まず今令和４年度で複合遊具設置の予算を上げているわけでございますが、今の

現時点での考えは、以前、他の議員から一般質問でいただいた中でも、木製の複合遊具で活用するというよう

な趣旨の発言をさせていただいたところでございますので、なかなか新たな遊具の設置と既存遊具の交換が難
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しい今の財政状況を見ますと、木材利用の促進を図ることで、この財源を当面充てていければというふうに考

えております。 

  以上です。 

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

○副委員長（森田博之君） お諮りいたします。 

  本日の予算特別委員会はこれをもって散会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（森田博之君） 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５７分 散会 
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午前 ９時３０分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 第１号議案 令和４年度東大和市一般会計予算、本案を議題に供します。 

  昨日に引き続き、歳出の質疑を行います。 

  なお、質疑に当たり、改めて申し上げます。 

  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

運営への御協力をお願いいたします。 

  また、質疑並びに答弁に当たっては、予算書等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、第８款土木費の質疑を行います。 

○委員（東口正美君） おはようございます。 

  それでは、予算書318ページから321ページ、公園・緑地管理費について伺います。 

  公園管理、狭山緑地管理が公園・緑地管理費に一体化されておりますけれども、土木公園課が新設されるこ

とにより、事務事業の効率化や適正化がどのように図られるのか伺います。 

  続きまして、上仲原公園の樹林地の適正管理について伺います。令和２年、令和３年度にかけまして、長年

課題でありました高木の伐採が行われましたけれども、公園全体の本数がどれぐらい変わったのかっていうこ

とが分かれば教えていただきたいと思います。さらに、令和４年度の取組について伺いたいと思います。また、

この樹木の伐採につきまして近隣住民の反応はどうだったのか、またこの樹木の伐採の環境への影響はどのよ

うなものになるのか伺います。 

  続きまして、公園等設備事業に係る経費につきまして、特色ある公園整備の具体的な内容について伺います。 

  続きまして、森林環境譲与税を活用した木製遊具の事業についてですけれども、昨日もいろいろ質疑ありま

したけれども、令和４年度は、桜が丘中央公園、東大和南公園の隣接されている公園につくということが参考

資料に書かれております。また、実施計画には今後３年間、森林環境譲与税を使って木製遊具が設置されると

されておりますけれども、令和５年、令和６年の設置箇所なども現時点で決まってることがあれば伺いたいと

思います。 

  また、令和３年度の予算で狭山丘陵にアスレチックのところに木製遊具を既に設置していただいております

けれども、拝見しに行かせていただきましたが、あの遊具がどれぐらいの金額なのか、あれがもし1,000万円

だとすると、ちょっと高いかなっていうのが私の印象です。当然本体だけではなくて、設置価格も込みという

ことだと思いますので、３年度の取組、また４年度はどのようになるのか、どういう予算組みになっているの

か伺いたいと思います。 

  さらに、狭山緑地の環境保全について、ナラ枯れ対策として、令和４年度の取組と、また環境の変化、今も

ナラ枯れの木が切られておりまして、今、冬なので、葉っぱが何もないんですけれども、相当光が入るよい環

境になったということで、芽吹きの季節が楽しみだなと思ってるんですけれども、この辺の影響、環境の変化

等について伺いたいと思います。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書の318ページから321ページにかけましての公園・緑地管理費でございます。 

  まず最初に、次年度、組織の変更によりまして、公園緑地の関係につきましては土木公園課が新設となりま

す。そのことの効率化等、適正化がどのように図られるかという部分につきましては、現在の環境課の緑化推
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進係が一般事務の職員で従事してるという状況でございます。今後土木公園課になることで、公園施設の更新

に必要となります設計や工事に関するノウハウや積算業務などが１つの職場で実施することが可能となり、円

滑な業務の下、事務の効率化が図られるものと考えております。また、今後はまちづくり部に属するというこ

とで、都市の機能に必要な都市公園等についても、まちづくりの視点で一体的な運用が図られるものと考えて

おります。 

  次に、上仲原公園の樹林地の適正管理でございます。令和２年度から具体的にナラ枯れの対策に取り組んだ

ところでございますが、今年度につきましては88本の樹木の伐採を行う予定で現在進行しております。令和４

年度には40本の伐採を考えてるところでございます。あわせて、剪定は次年度100本行うということで、樹木

の手入れを行っていきたいと考えております。 

  また、近隣住民の方の反応ということでございますが、長年近隣の方々からは一定の御要望がございました。

秋にかけて、毎日毎日掃いても掃いても落ち葉が切りがないという状況が続いておりましたので、近隣住民の

方からは歓迎されてるところでございます。したがいまして、今回のかなり大がかりな伐採に伴っての苦情と

いうものは入っていない状況でございます。 

  続きまして、公園等整備事業の関係で今回新規で予算計上したものでございます。こちらにつきましては、

東大和市公園施設長寿命化計画、こちらに基づきまして実施していきます公園の新設でございますが、公益財

団法人東京都都市づくり公社へ事務を委託して行うことを予定しております。 

  委託の内容は、具体的な場所といたしまして、高木公園の第２期工事分、この２期工事で令和４年度をもっ

て終わるということになります。それと、上仲原公園の遊具広場の更新、こちらをそれぞれで２か所を考えて

おります。 

  委託に伴いまして、公園施設の設計業務と工事業務、それぞれを合わせて委託するということで考えており

まして、予算といたしまして今7,720万円を計上してるところでございますが、その内訳は、工事費で5,760万

円、事務費ということで1,960万円を今見込んでるとこでございます。なお、この事務費につきましては、実

際に工事に当たっている施工管理、それらも含んだ金額となっております。 

  続きまして、森林環境譲与税の関係でございます。令和４年度の取組については、先ほど委員のほうからお

話しありましたように、令和４年度は桜が丘中央公園に木製の複合遊具の設置を考えているところでございま

す。その後、実施計画上、令和５年度、令和６年度も現在のところ1,000万円という予定で計上させていただ

いておりますが、設置場所については、今のところ具体的な場所は予定してないんですが、ただ市内の公園全

体を見渡しますと、必要となる箇所がかなり多いという状況がございますので、その辺は住民の方の御意見等

も踏まえた中で、市内全体に点在できるような形で配置していきたいという考えでおります。 

  あと、本年度狭山丘陵に木製遊具を設置したわけでございますが、かかった経費でございますが、整地等周

辺整備を入れておりますので、多少金額が遊具本体だけではないということになりますが、設置までにかかっ

た経費として880万円となっております。 

  次が、狭山緑地の環境保全でございます。こちらもナラ枯れ対策に取り組んでいるところでございますが、

令和４年度の取組ということでございますが、ナラ枯れの被害状況が今もなお続いてる状況でございます。引

き続き経過観察を行うとともに、被害樹木につきましては伐採等の対策を行ってまいります。 

  環境の変化でございますが、ナラ枯れの対策から取り組んで期間が短いということもございまして、現状で

まだ効果というのは現れておりませんが、樹木の伐採によりまして、日照の向上が得られているという状況が
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ございますので、今後の先を見たときに実生木の生育が期待できるというふうに考えております。また、その

ことによって、生態系の保全にも寄与していくもの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） 丁寧な御答弁ありがとうございました。少しだけ再質をさせていただきます。 

  一つは、森林環境譲与税の木製遊具、狭山緑地フィールドアスレチックのところについての…… 

○委員長（荒幡伸一君） 質問者に─ページ数をお願いします。 

○委員（東口正美君） 申し訳ありません。予算書318ページからの公園・緑地管理費についてです。もう一度、

森林環境譲与税の木製遊具880万だったということで、恐らく場所的に整地にも相当お金がかかったと思うん

ですけど、令和４年度はどういう予算組みをされてるのか、桜が丘中央公園のものについてはどういうふうに

なっているのかを確認させていただきたいのと、森林環境譲与税の木製設置は大変歓迎すべき取組だと思って

るんですけれども、これが単年度で幾らかかるか、場所によって違うと思うので、1,000万円ずつつくという

ことはありがたい話だと思うんですが、一方で、その年その年で少しずつ金額が変わるもの、また1,000万超

えて、もう少し予算があったら、さらにグレードのいいものがつけられるっていうようなことも考えられると、

この税金自体は基金化してもいいものだと思ってるんですけれども、それが可能なのかっていうことと、それ

を東大和としてどのように考えてるのかっていうことを伺いたいと思います。 

  もう１点は、樹木の管理については一般質問でも取り上げてまいりましたけれども、市内全体の植域管理は、

年月がたつほどに経費も大変でございますし、周辺への環境にも大きな影響力がありますので、計画的に進め

ていただきたいと思っています。特に東大和市は野火止用水、そして真ん中には上仲原公園とか、南公園とか、

また大きな都営団地の中にはたくさんの樹木があって、北に狭山緑地、東大和公園、そして多摩湖っていう、

水と緑が輝くということのまちづくりとして、大きなコンセプトがある中で取り組んでいかなければいけない

と思います。 

  この３年間、ナラ枯れの影響もあって、数十年ぶりに樹木を相当切ったわけですけれども、このことに対す

る環境の影響をどう考えてるのか。樹木の伐採には、その時点では賛否両論あると思うんですけれども、植え

たからマル、切ったからバツというような単純な話ではないと思っているので、また特に今気候温暖化でＣＯ2

の削減をどのように行っていくのかみたいなことも含めて、環境の問題をどう考えているのか。「東大和の環

境」、冊子も頂きますけれども、審議会もありますし、このような状況をさらに持続可能とするように、どの

ように取り組んでいくのか伺いたいと思います。 

○環境部長（松本幹男君） 予算書318ページ、森林環境譲与税を用いた令和４年度の関係でございますが、現

在予算額で1,000万円を計上しておりますが、内訳といたしまして、木製の複合遊具で約700万円を今見ており

ます。設置に伴います整地、周辺整備ということで、残りの約300万ということで、合わせて1,000万円を今、

予算計上させていただいてるところでございます。 

  続きまして、森林環境譲与税の使い方でございますが、今のところ遊具の点検が法定化されてから、かなり

東大和市内の公園遊具が設置からの経過年数がかなりたってるということで、状況があまりよくないものがこ

こで撤去という形で続いております。 

  したがいまして、住民要望等もございますので、この財源をうまく利用していければというのが今のところ

の考えではありますが、ただ将来的に公園の再整備等を順次計画していく中で、その中での一つのまとまった

財源を使って、魅力のあるような特色をつくった公園を設置していくということであれば、それを目的を定め
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て積むことも可能ではあるかと考えてます。ただ、その場合、森林環境譲与税の使途の公表がございますので、

そこは住民の皆さんにきちんと御説明していく必要があるかなというふうには考えております。 

  次に、樹木の管理の関係でございますが、御質問者おっしゃりますように計画的に進めていくべきだという

ふうに市のほうも考えております。今まではなかなか限りある予算の中でという対応というのが、どうしても

今もなお続いておりますが、ただ創意工夫で今回みたいに特定財源を引っ張ってくるという言い方は語弊があ

りますけど、活用できるという道もございますので、とにかく私ども職員がいろんな情報というか、アンテナ

を張って、いろんな制度が活用できるような、考えることが盛り込まれた仕事に取り組んでいけば、このよう

な形で財源もある程度得られるのかなと思いますので、今後は、以前にも一般質問でいただきましたように樹

木の管理計画、今度新年度から部がまちづくり部に入りますので、そこは街路樹の管理とか、そういったとこ

ろと一体的にやっぱり研究していかなければいけない時期に来てるというふうに考えております。 

  それと、ＣＯ2の吸収を効果的に行える環境づくりということでは、やはり樹木の存在はかなりウエートが

大きいと思っております。東大和の公園に設置した樹木だけを考えても、もう50年以上たってるところがほと

んどというふうになってます。したがいまして、狭山緑地などの樹木については、もっとそれ以上古い年月が

たってるというのがありますので、やはり二酸化炭素吸収量のほうが弱まっているという樹木が正直言ってあ

るんだろうというふうに思いますので、今後機会を捉えて、そういったところの調査等も、樹木の管理計画な

どと併せながら、やはり並行して進めていく必要はあるものと考えております。 

  最後に、環境保全審議会がございますので、こちらのほうに審議のほうを図っていくというところでは、今

まではどうしても東大和の環境だけになってしまって、全体をまとめての諮問、答申をいただく業務が主にな

っておりますので、今後このナラ枯れ対策をきっかけに、市内でここまで樹木を伐採、更新していくというの

はございませんでしたので、一定の効果検証をできる時期が来ましたら、調査を行いまして、環境保全審議会

の委員の方にも諮って、意見を求めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員（森田真一君） １問だけお伺いします。予算書の317ページ、コミュニティバス等運行事業費のところ

に係るんですが、清原、新堀の地域の皆さんからは、市役所などへのアクセスが非常に困難だという声を依然

として多く聞きます。この地域は、市では交通空白地域とはされてない地域ではあるんですけれども、地元で

は高齢者ばかりで、自分たちでコミュニティタクシーの試行運転に取り組む力はとても出せないと。以前のよ

うにちょこバスのルートを復活していただけないかっていうものなんですけども、今後東京街道団地の建て替

えが進んで、併せてスポーツ施設などもできるということで、日中の移動人口なんかも増加して、乗車人数が

増えるということも考えられるのではないかっていうことなんです。こういう機を捉えて、この地域でのニー

ズの見直しをしていただけないかっていうのが住民の皆さんの要望なんですが、いかがでしょうか。 

○都市計画課長（稲毛秀憲君） 予算書317ページ、コミュニティバス等運行事業費についてであります。 

  地域公共交通会議の協議を経て策定した東大和市コミュニティバス等運行ガイドラインにおいて、ちょこバ

スの役割は、路線バスを補完し、公共交通空白地域の解消を目指すものとしております。清原地域や新堀地域

には、路線バスが運行しており、公共交通空白地域とはなっていないため、ちょこバスのルートとすることは

考えておりません。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 317ページのコミュニティバス運行事業補助金ですけれども、前に伺ってますが、来年
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度ちょこバスの運賃を100円に戻した上で、シルバーパスで無料乗車できるようにすると、この補助金は幾ら

増額することになるのか伺います。 

○都市計画課長（稲毛秀憲君） 予算書317ページ、コミュニティバス等運行事業費についてであります。運賃

を100円にし、かつシルバーパスを適用させた場合の令和４年度当初予算上の運賃減収額を昨年同様お答えい

たします。 

  まず、運賃を100円とした場合、乗客数は1.2倍になり、そのうちシルバーパスに転換し無料となる乗客を、

市の70歳以上の人口比率である約２割と仮定しますと、有料の利用者数は0.96となります。これは180円で乗

っていた方の96％が100円で乗ることになります。収支に置き換えますと、収入は47％落ち込むものと試算で

きます。 

  令和４年度の当初予算の運賃収入は2,010万円を見込んでおり、そのうち47％が減少すると、約940万円の減

収が見込まれます。したがって、940万円ほどの補助額が増加する計算になりますが、この数字はあくまで一

定の仮定に基づいた試算の１つであり、実際の影響額とは異なる場合がある数字です。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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） 予算書330ページから始まります災害対策事業費の中で伺います。 

  日本は、東日本大震災以降、地震が多発する、また火山活動が活発になる、そういった時期に入ったという

ような話もございます。その中で市民の命を守るためには、災害の情報をいち早く発信し、素早い避難行動を

取っていただくことが重要になると思います。その点で災害情報の発信につきまして、令和４年度の取組と新

たな情報の発信の在り方に関します検討について、どのようなお考えなのか伺います。 

  また、コロナ禍におきまして、各種災害対策備品も整備されてきたというふうに認識してございますけれど

も、こうしたものを活用いたしまして、ウィズコロナの時代に即した防災訓練の在り方、また防災対策の進め

方、これを考えていかなければならないと思いますけれども、これに関します市の見解を伺います。 

  続きまして、ペットの避難に関することでございます。私どもの会派の同僚議員にも、度々ペットの避難と

いうことについては御相談いただくんですけれども、ペットの避難の対策強化につきましてどのようなお考え

なのか、またその訓練をどのように展開していこうと考えておられるのか、この点について伺います。 

  以上です。 

○総務部参事（東 栄一君） 予算書330ページからの災害対策事業費についてでございます。 

  まず、災害情報の発信についてでございます。現在防災行政無線をはじめ、市公式ホームページやＳＮＳな

ど様々な媒体を活用して情報提供を行っております。このうち災害情報の発信の要となる防災行政無線につき

ましては、依然として放送内容が聞き取れないといった御連絡をいただいてる状況がありまして、このため無

線放送を補完する対応として、現在市の公式ＬＩＮＥ等、安全安心情報送信サービスで防災行政無線の放送内

容を同時刻に文字情報として配信しております。ＬＩＮＥか、安全安心情報送信サービスのどちらかに登録し

ていただければ、防災行政無線の放送内容を確認できますので、令和４年度につきましてはこうしたサービス
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の周知に努めてまいりたいと考えておりますけれども、併せて防災アプリなどの導入につきましても継続して

研究していきたいと考えてるところでございます。 

  それから次に、ウィズコロナの時代に即した防災訓練の在り方についてでありますけれども、自然災害が発

生した場合に、新型コロナウイルスに限らず、各種の感染症対策を踏まえた防災訓練が必須になっていくもの

と考えてるところでございます。現在平成26年度に作成した避難所管理運営マニュアルにつきまして、今年度

中の改正を今進めております。令和２年３月に修正した地域防災計画の修正内容の反映と、それから新型コロ

ナウイルス感染症対策マニュアルを統合するものでございます。令和４年度はこの新たなマニュアルに基づき

まして、感染症対策を十分浸透させるためにも、実際の防災訓練を引き続き実施したいと考えてるところでご

ざいます。 

  また、集団感染リスクを防ぐという意味で、オンラインによる防災訓練の実施は一定の有効性があるものと

認識しておりますことから、こちらにつきましては引き続き研究してまいりたいと考えてるところでございま

す。 

  それから最後に、ペットの避難に関する対策強化についてでございますけれども、こちらは平成29年度に

「動物飼育者の避難所パンフレット」っていうのを作成しておりますが、これを今環境省が公表したチェック

リスト等を参考に、これも今年度中の改正に向けた作業を今進めております。令和４年度は、見直しをしたパ

ンフレットを市の公式ホームページやＳＮＳ、また各種防災訓練時に配布するなどして、まずは周知に努めて

まいりたいと考えてるところでございます。 

  また、ペットの同行避難を想定した訓練は必要であると考えておりますことから、総合防災訓練などの市の

主催事業において実施を検討してまいりたいと考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員（森田真一君） ２点お伺いします。 

  予算書330ページ、災害対策費、発災時の避難所等での感染症対策ってことでお伺いしたいんですが、防災

倉庫の「備蓄庫・コンテナ収納品一覧表」っていうのを市のホームページから見たんですけども、これ見ます

と感染防止パネルはあるんですが、ＰＣＲ検査キットなどの備蓄はありません。私の一般質問のときにも、こ

のことをお伺いしたんですが、備蓄はしていないというふうに伺ったんですが、発災時にはこういった感染症

の疑いがある方が出てきた場合、どういうふうに検査キット等を調達したりするなどの感染症対策が取られる

のかっていうことをお伺いします。 

  それから、同じく330ページ、災害対策費ですが、これも毎年伺ってるんですが、明日、東日本大震災の発

災日、３月11日ということになるんですが、大震災の避難者の方の支援について、新年度でも継続されるのか

確認したいと思いますし、現時点でどれぐらいの世帯と人数がおられるのかっていうことも確認したいと思い

ます。 

○総務部参事（東 栄一君） 予算書330ページ、災害対策事業費で２点の御質疑がございました。 

  まず１点目が、ＰＣＲ検査キット等の備蓄についてでございます。 

  避難所の運営につきましては、国のガイドライン等を踏まえた新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを

策定いたしまして、この２年ほど開設訓練等を実施してまいりましたが、避難所の受入れ対応といたしまして

は、受付において、せきや発熱等の感染の疑いがある方につきましては、一般避難者のゾーンとは別の発熱者

等のゾーンで受け入れて対応することとしております。その後、症状等の状況によって、場合によって、救急



 

－83－ 

要請等により、医療機関受診に結びつけることとしておりますことから、現在のところＰＣＲ検査キット等の

調達は予定してございません。 

  それから次に、東日本大震災の避難者への対応についてでございます。 

  令和４年３月１日時点ですが、11世帯、人数にして26人の方が市内にまだおられます。支援につきましては、

令和４年度におきましても継続して実施していく予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員（森田真一君） 国の基準があるということで了解しました。ただ、この基準というのが、コロナの第１

波って言ったらいいんですかね、一番最初の２年前の段階で想定されていたパターンだと思うんですね。今御

承知のとおり、オミクロン株は一見すると花粉症と区別がつかないような初期症状があるということで、見逃

すと感染があっという間に広がってしまうという、そういう別の特徴が今みんな分かってるわけですので、そ

れも踏まえて、今後注視していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（荒幡伸一君） 今のは意見ということでよろしいですか。 

○委員（森田真一君） はい。 

○委員（尾崎利一君） 327ページの消防団員報酬です。来年度報酬アップが盛り込まれたわけですけども、１

人当たりの報酬額は平均で幾らになるのか伺います。 

  国では、消防団員の報酬について、年額３万6,000円が標準額に設定されたようです。当市の場合、これで

報酬アップしても、26市の中ではまだ中ほどより下のほうのようですけれども、当市の報酬額をどのように評

価されているのか。 

  来年度以降の、来年度報酬アップするわけですけども、それ以降も含めてどのようなことを検討されている

のか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） 予算書327ページ、消防団活動費の中の消防団員の報酬についてでございます。 

  １人当たりの報酬額の平均につきましては、階級ごと、また出動回数によっても、それぞれ報酬額が変わり

ますので、ここでは一般団員で申し上げますと、近年の一般団員の年間平均出動数というのが15回ということ

でしたので、これを基に試算いたしましたが、年額報酬と出動報酬の合計で13万2,000円となります。改正前

と比べると約年間１万8,500円ほど増額となりますし、出動が多ければ、さらに増えていくということになり

ます。 

  次に、国が一般団員の年額報酬の標準額を３万6,000円としてる中での当市の報酬額の評価についてでござ

いますけども、国の標準額は、地方交付税の基準財政需要額における算定基礎とされてる額であります。実は

従来から多摩26市については、全国的にも年額報酬は高い水準にありましたので、当市としては、国の標準額

に合わせるのでなくて、都内の年額報酬の均衡に配慮して設定したものでございます。当面はこの制度を運用

していきたいと考え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） 327ページですけど、そうすると都内の標準、平均っていうか、標準に合わせるってい

うことで、今回もアップしたっていうことですけれども、そうすると今後についても報酬アップを進めていく

方向で検討をさらに進めていくっていう理解でいいのか伺います。 

○総務部参事（東 栄一君） ここで当市においては改正いたしますが、多摩で言いますと17市かな、まだ未検

討の状況になっておりまして、今後の状況を見ながら、全体などを見ながら、必要に応じて考えていきたいと
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考えてるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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５分間休憩いたします。 

午前１０時 ４分 休憩 

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

午前１０時 ８分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 引き続き、第10款教育費の質疑を行います。 

○委員（木戸岡秀彦君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

  予算書352から353ページ、学力・授業力向上推進事業についてですけれども、令和４年度に注力する点は何

か伺うとともに、特にコロナ禍において授業の進度に影響が出ている中でありますけれども、必要な学力をつ

けるためにすべきことはどのようなことを考えているのかお伺いいたします。 

  続いて、予算書355ページ、学校と地域の連携等推進事業費ですけれども、学校運営協議会の設置の拡充に

ついて、令和４年度は小学校を新たに３校、また中学校は新たに１校設置していくということですけれども、

設置されていない残りの小学校１校及び中学校２校はどのようになっているのかお伺いいたします。 

  続きまして、予算書378から379ページ、平和事業についてですけれども、東大和市の平和のシンボルである

旧日立航空機株式会社変電所を活用して、さらなる平和事業の取組が必要だと考えますけれども、令和４年度

はどのようにしていくのかお伺いいたします。 

  続いて、381ページ、文化財保護・保存事業費ですけれども、旧日立航空機株式会社変電所のオリジナルグ

ッズについて、どこで何を販売して、どのように活用していくのかお伺いします。 

  続いて、380ページから381ページ、文化施設管理費ですけれども、郷土美術館の充実に関する令和４年度の

取組はどのようになっているのかお伺いいたします。 

  以上です。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書352、353ページ、学力・授業力向上推進事業費に関する質疑であり

ますが、令和３年度におきましては、感染症対策を行いながら、少人数指導員やティームティーチャーを配置

し、個に応じたきめ細やかな授業を行うとともに、地域未来塾の実施により、学習支援が必要な児童・生徒へ

の学習機会を提供してまいりました。令和４年度におきましても、小・中学校全校を学力向上推進校に指定し、

授業改善、補充的な指導、校内研究・研修の学校間交流、学習習慣の確立など、各小中学校における取組を引

き続き推進してまいります。 

  続きまして、予算書355ページ、学校と地域の連携等推進事業費に関する質疑でありますが、学校運営協議

会につきましては、令和４年度に小学校３校、中学校１校に新たに設置されることとなっております。学校運

営協議会が未設置の学校につきましては、令和５年度までに設置されることとなっております。 

  以上でございます。 
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○社会教育課長（高田匡章君） 予算書379ページ、平和事業費、変電所を活用いたしました令和４年度の平和

事業の取組であります。 

  変電所につきましては、令和３年10月から内部展示や解説業務を充実するとともに、従前月１回だった公開

日を週２回に増やすなどして一般公開の充実に努めているところであります。令和４年度におきましても、変

電所の保存等の目的に照らし、一般公開はもとより、学校授業や各種団体の見学の受入れを積極的に進めると

ともに、平和市民のつどいやツイッター、フェイスブックなどのＳＮＳの活用を通じて、平和事業を推進して

まいりたいと考えております。 

  続きまして、予算書381ページ、文化財保護・保存事業費、印刷製本費といたしまして、旧日立航空機株式

会社変電所のオリジナルグッズについてであります。 

  オリジナルグッズにつきましては、現時点では変電所をモチーフといたしましたクリアファイルの作成を考

えておりまして、変電所のほか、郷土博物館などで有償頒布することを予定しているところであります。もた

らす効果としての活用ということでございますけども、平和意識の高揚を図るとともに、変電所の存在を広く

市内外に発信することができるものと考えているところであります。 

  また、今後検討が必要とはなりますけども、有償頒布の価格に別途変電所の保存等に係る寄附金、こちらを

上乗せして販売することで、より高い事業効果が期待できるというふうに考えております。 

  続きまして、予算書381ページから383ページにかけまして、文化施設管理費、（仮称）東大和郷土美術園の

４年度の取組についてであります。 

  郷土美術園につきましては、春と秋の年２回、これまで特別公開を行ってきたところであります。演奏会で

あったり、講演会等の開催のほか、郷土美術園と郷土博物館とをシャトルバスで結び、郷土博物館で開催して

いる企画展示を御覧いただくことなど、これまで様々工夫を凝らして事務を進めてきたところであります。 

  令和４年度の特別公開におきましても、新型コロナウイルス感染症の感染が心配されるところではございま

すけども、魅力ある作品の展示、それから公開内容となりますよう創意工夫を凝らしながら、引き続き内容の

充実に努めてまいりたいと考えているところであります。 

  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。 

  予算書378ページから380ページの平和事業費、また文化財保護、文化施設管理費ですけども、これに関して

は昨日も要望させていただきましたけれども、やはり広報がすごく大事だと思うんですね。特に平和事業に関

して、旧日立航空機株式会社変電所はかなり来場者も多くなってきてるっていうのを聞いておりますけれども、

各施設に様々チラシ等も置いて、見られる方もいると思うんですけども、各駅にラックがあると思いますけれ

ども、各駅によっては、かなりラックの資料がなくなっている駅もあります。そういった面では、ぜひそうい

ったものもしっかり活用していただいて、補充していただいて、ぜひそういったことを市民に知らせる取組を

ぜひしていただきたいと思いますけども、この点についてお伺いしたいと思います。 

○社会教育課長（高田匡章君） 予算書379ページ、平和事業に関連いたしまして、変電所のＰＲということで

御質疑を頂戴いたしました。 

  今お話しありましたとおりＰＲのほうも相当させてもらっておりまして、非常に公開を再開してから、御来

場いただく方が非常に増えております。多い日には500人を超えるような日も実際ございました。そういう意

味では非常に周知は大変重要というふうに認識しておりますので、その周知先っていうんでしょうかね、そう
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いったことと、今お話をいただきました補充含めて、きちんと適正に進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員（上林真佐恵君） それでは、何点かお伺いします。 

  予算書343ページ、教職員人事・給与事務費に関わって、資料、衛生委員会などの要望や教育委員会の対応

について頂きました。ありがとうございます。昨年に引き続いてのコロナの対応やＧＩＧＡスクール導入等に

より、教職員の業務負担が増加しているということが指摘されていますが、来年度負担軽減をどのように行っ

ていくのか、具体的な取組を伺います。 

  また、この衛生委員会の中での意見では、教員の働き方改革として、根本的に解決するためには、教員数を

増やしたり、クラスの人数を減らしたりするしかない、この場で何とかできることではないというような御指

摘もあったわけですけれども、この点についての御認識を伺います。 

  また、来年度、副校長補佐、スクール・サポート・スタッフの予算も計上されていますが、来年度の学校ス

タッフの拡充の見込みについても伺います。 

  こちらに関わって、資料、小・中学校各学年の学級編制の一覧及び教職員の配置についても資料を頂きまし

た。ありがとうございます。八小と十小で児童数が増加傾向にあると思うんですが、その理由について市はど

のように認識されているのか、また市が見込んでいる今後の児童数との比較ではどうなのか伺います。 

  また、来年度の教員配置のところで、一中に不登校の加配として１人配置がされているんですが、どのよう

なことを行うのか、一中はサポートルームがありますので、その関係なのかどうかということも含めてお伺い

いたします。 

  次に、予算書345ページ、教育指導管理事務費のところの会計年度任用職員報酬で学校図書館指導員につい

てお伺いします。国が今年の１月に2026年までを対象とする第６次「学校図書館図書整備等５か年計画」とい

うのを策定していて、この中で計画的な図書の更新ですとか、学校図書館への新聞の複数紙の配備、学校司書

の配置拡充など、盛り込まれているんですけれども、当市の学校図書館の現状と照らして、課題をどのように

認識されているのか、またその課題から来年度どのような取組を行うのか伺います。 

  次に、予算書354ページからの小学校費、364ページからの中学校費、384ページからの公民館費のところで

伺いますが、生理用品の整備について、小・中学校のトイレや公民館のトイレ等、公共施設のトイレに生理用

品を置いてほしいということで要望してるんですが、検討状況を伺います。また、小・中学校の保健室で必要

とするお子さんに生理用品をお渡ししてると思うんですが、その中でどのような課題があって、来年度どのよ

うに取り組んでいくのかも伺います。 

  次に、予算書359ページ、小学校就学援助事業費、こちらも毎回要望してますけれども、小学生のお子さん

の入学準備金について、前倒し支給されていますが、お子さんが５歳で計算するのと、６歳で計算する場合で

は、基準となる収入額が変わりますので、これは前倒しということですので、６歳のほうで計算してほしいと

いうことで要望してるんですが、なぜできないのかということで理由をお伺いします。 

  次に、予算書361ページからの小学校特別支援学級事業費、369ページからの中学校特別支援学級事業費に関

わって、こちらも資料を頂きました。ありがとうございます。都のガイドラインが改定されまして、市全体の

対象児童数10人当たりに１人から、教員の数が10人当たりに１人から、12人当たりに１人ということで変わっ

て、大幅に減っています。もともと平成27年までの通級指導学級の頃は、学校ごとに10人で１学級担任１人プ
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ラス１人っていう配置だったのが、東京都の特別支援教室の導入によって、市全体の児童数10人当たり１人に

なったので、そこでも減ってるんですが、ここに来てさらに減っているということで、資料を見ますと、今の

基準でやると、小学校20人になる計算が来年度からは17人、中学校は６人から５人に教員が減っているという

ことになると思います。対象となる子供の数は、制度導入前の平成27年度は92人だったのが、来年度の見込み

では197名と倍増しています。 

  対象児童が増えている中、教員は減っているという状況について、市がどのように認識されているのか、ま

た教員が減らされるという中、対象児童への支援強化をどのように行っていくのか伺います。あわせて、巡回

に当たる教員の負担軽減をどのように行っていくのか、来年度に向けての課題をお伺いします。 

  次に、予算書363ページの小学校健康管理事業費、373ページの中学校健康管理事業費のところで、脊柱側弯

症の検診についてお伺いします。現在市では一次検査、視触診にて行う検査を行っていると思いますが、この

視触診では見落としリスクがある。思春期の生徒に対する実施の難しさや、詳細記録が残せないなどの課題が

あって、専門医からは客観的で簡便なモアレ検査を度々推奨されてると思います。当市で視触診に対する課題

をどのように認識されているのか、またモアレ検査の必要性についてどのように認識されているのか伺います。 

  最後、予算書389ページ、中央公民館ホールトイレ改修工事費ですが、公民館ホールに誰でもトイレが設置

されるということですけれども、公民館等公共施設への誰でもトイレの設置状況と今後の拡充の見通しについ

て伺います。 

  以上です。 

○学校教育部参事（小野隆一君） 予算書343ページ、教職員人事・給与事務費に関する質疑でありますが、副

校長補佐につきましては、令和３年度、小学校１名配置から、令和４年度につきましては小学校２名、中学校

１名の計３名に拡大してまいります。また、スクール・サポート・スタッフにつきましては、令和３年度は１

校当たり1,210時間でしたが、令和４年度については1,260時間と50時間増となっております。さらに、少人数

学習指導員、協力指導員、学習支援員、部活動指導員及び外部指導員については、引き続き今年度と同規模で

配置してまいります。また、衛生委員会からの意見を受けまして、本市におきましては、東大和市働き方改善

計画に基づきまして、働き方改革を推進してまいります。 

  そして、一中の不登校加配についての内容ですけれども、こちらのほう不登校加配というのは、不登校が多

い学校などに対して、学校からの申請に基づきまして、東京都が不登校加配教員を配置するものでありまして、

加配教員が不登校の未然防止、早期対応などの取組の中心となって、組織的な指導体制の確立を目的としてお

ります。資料のほうが、すみません、見込みの段階でありまして、令和４年度については、加配はございませ

ん。 

  続きまして、予算書361ページ、小学校特別支援学級事業費、予算書369ページの中学校特別支援学級事業費

に関する質疑でございます。令和４年度からの巡回指導教員の配置数については、先ほど委員のほうからあり

ましたけども、小学校においては21名から17名、中学校は７名から５名となる計画でございます。校長のリー

ダーシップの下、全校支援体制を確立いたしまして、特別な支援、指導を充実していくことが重要であると認

識しております。また、巡回指導教員の軽減についてでございますが、こちらについては、子ども支援員の配

置の拡大を図ることから、そういった人材での力による軽減ということも図っていけると認識しております。 

  以上でございます。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書345ページ、教育指導管理事務費に関しまして、学校図書館につい
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てでありますが、当市の学校図書館の現状につきましては、学校図書館図書標準をおおむね達成しており、計

画的な図書の更新を行っております。新聞につきましても、全ての学校が配備しており、複数配備を行ってる

学校もございます。また、全ての学校に司書教諭が在籍しております。 

  課題としましては、教員である司書教諭と、当市で配置している学校図書館指導員との連携を効果的に図っ

ていくことにより、学校図書館の活用を促進していくことであると認識しております。 

  以上でございます。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 予算書343ページ、教職員人事のところで児童・生徒数の推計についてでご

ざいますが、第八小学校、第十小学校の児童・生徒数の増加につきましては、おおむね市のほうの推計どおり

であると見込んでおります。なお、来年度以降、現在の４歳児以下、再来年度以降は順次減少する見込みであ

ると推計しております。 

  続きまして、予算書355ページ、小学校運営費、365ページ、中学校運営費、生理用品の配布についてでござ

いますが、現在市内の小・中学校におきましては、保健室に生理用品を常備し、希望する児童・生徒へは養護

教諭から配布してございます。その際に援助が必要な家庭の認知や、また悩み事への気づきなど、そういった

ことを始めまして、必要に応じて関係者や関係機関との連絡調整を行うなど、早めの対応ができるように努め

ております。 

  学校トイレへの常備につきましては、子供同士のトラブルや衛生上の心配があるため、他市状況や事例など

情報収集に努めてまいりたいと考えてございます。 

  続きまして、予算書363ページ、小学校健康管理事業、373ページ、中学校健康管理事業費、脊柱側弯症検診

についてでございますが、現在脊柱側弯症の検診は、公益財団法人東大和市医師会に委託しており、実施に当

たりましては学校医と実施方法について協議し行っております。 

  医師の考えといたしましては、正確な検査のためには、脱衣による視触診が適切であるとしていることから、

令和４年度につきましても視触診による検診としてございます。脱衣による視触診につきましては、抵抗を感

じるとの御意見があることは承知してございます。どのような検診方法が適切なのかにつきましては、引き続

き医師会と協議していきたいと考えてございます。 

  そして最後に、予算書359ページ、小学校就学援助事業費、就学援助費の判定の年齢基準、こちらにつきま

しては、申請どきの学年年齢を基準としているところでございます。入学準備金につきましては、その性質上、

支給を入学前に行う必要があることから、申請につきましても入学前の年度中に行っていただくこととなり、

申請どきの年齢である５歳を基準としているところでございます。なお、判定の基準年齢につきましては、国

におきましては、各自治体において実施している事業であることから、特段の見解等は示されておりません。 

  以上でございます。 

○社会教育部長（小俣 学君） 予算書389ページの中央公民館ホールトイレ改修工事につきましては、主に便

器の洋式化とバリアフリートイレの設置を行うものであります。なお、中央公民館の学習棟並びに各公民館、

地区館のことでございますが、そちらにおきましては既にバリアフリートイレを設置してございますので、公

民館といたしましては中央公民館ホールの改修工事が最後となるということでございます。 

  公民館につきましては以上でございます。 

○建築課長（中橋 健君） 私のほうからは学校施設について申し上げます。 

  学校施設のバリアフリートイレにつきましては、文部科学省において避難所に指定されている公立学校のト
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イレについて、バリアフリー化整備目標が示されておりますことから、既に設置済みの体育館を除き、今後は

未設置の体育館につきましても、具体的な計画を検討してまいりたいと考えているとこでございます。 

  以上です。 

○公共施設等マネジメント課長（遠藤和夫君） 予算書389ページの中央公民館ホールトイレの改修工事に関連

いたしまして、私からは他の公共施設のバリアフリートイレの設置等につきましての見通しを御答弁させてい

ただきます。 

  他の公共施設につきましては、学校の建て替え等に合わせた複合化の検討の時期などと合わせまして、総合

的に検討することが必要であると考えております。 

  以上であります。 

○委員（上林真佐恵君） 御答弁ありがとうございました。 

  予算書343ページの教職員人事・給与事務費のところで、来年度の学校スタッフ等の拡充のところで副校長

補佐３名ということだったんですが、これは上限があるのか、もしくは希望すれば全ての学校につけていただ

けるのか、そこを確認させてください。 

  それから、予算書345ページの教育指導管理事務費の学校図書館指導員ですけれども、全ての学校に司書教

諭が配置されてるということですけれども、学校図書館指導員については、資格のほうはどのようになってい

るのか伺います。 

  次に、予算書384ページから公民館費のところで生理用品の配置について、学校以外のところを取り組んで

いただきたいと思うんですが、どのような課題があるのかお伺いしたいと思います。 

  それから、予算書359ページの就学援助のところですけれども、制度としては、もともと６歳で支給するも

のであって、それを前倒しをしているということで、６歳で計算するということで、国もそういうふうに想定

しているということで伺ってるんですが、そのあたり基準に漏れた方には市も丁寧な対応をしていただいてる

っていうのは昨年の御答弁でもあったんですが、やはりその手間というんですかね、そういうこともあります

し、申請者にとっては二度申請するっていうのはなかなか手間かと思いますので、そのあたりの御認識をお伺

いいたします。 

  それから、363ページ、小学校健康管理事業費と373ページの中学校健康管理事業費、脊柱側弯症の検診につ

いて、ちょっと調べましたら、過去には見落としがあって、訴訟に発展したケースもあるということで、それ

からどうしても下着をつけてると見づらいということで、かなり思春期のお子さんにとって負担になっている

ということで、市もそのあたり御認識はあるということなんですが、引き続き医師会の方々と検討を、どうい

う検査方法がいいのかっていうことで検討していただきたいというふうに思います。これは要望ですので、御

答弁は結構です。 

  以上です。 

○学校教育部参事（小野隆一君） 予算書343ページ、教職員人事・給与事務費に関する副校長補佐についてで

ございますが、こちらについては申請した学校全て今回認められるという形であります。特に上限等は把握し

てないんですが、そういう現状でございます。 

  私からは以上です。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書345ページ、教育指導管理事務費に関しまして、学校図書館指導員

についてでありますが、学校図書館指導員は、司書教諭免許状もしくは司書資格を有する者が資格要件であり、
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全ての指導員が資格を有しております。 

  以上でございます。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 予算書359ページ、就学援助事業費、５歳、６歳の基準の関係でございます

が、一部の基準を変えることによりまして、制度として適正ではなくなる可能性がございますことから、現時

点では変更の予定はございません。 

  以上でございます。 

○総務部長（阿部晴彦君） 予算書384ページの公共施設へのトイレの生理用品整備についてでございますが、

公共施設のうち本庁舎につきましては検討しておりまして、個室トイレに無料のナプキンディスペンサーの設

置に取り組まれています民間の事業者にお話を伺っております。その後、本庁舎の既存のトイレへの設置の可

否の確認も含めて、実際に市役所にお越しいただいて、見ていただきました。現時点での課題といたしまして

は、電源などの設備面、あるいは運用面のほか、まずは自治体と事業者の協定に関して検討していくこととし

ております。そのような検討事項、課題事項が現時点でございます。 

  以上でございます。 

○委員（床鍋義博君） 予算書346ページ、347ページの教科書・指導書・副読本等購入のところですけども、教

科書選定の際に様々総合的に考えると思うんですけども、特に今、社会科の教科書で当市の旧日立変電所が取

り上げられてる教科書もあります。そういったときに、全体的に見るけども、最終的にどっちかってなったと

きに、やはり大きい要因、それが載ってるか、載ってないかって結構大きい要因であると思うんですけど、そ

の辺のあたり教科書選定の際には考慮されているのかどうかっていうことをお聞きします。 

  続いて、350ページ、351ページのところ、教育センター運営費のところですね。説明資料の中にスクールソ

ーシャルワーカーを追加配置するための経費が増額されてるっていうことですけれども、これによって何人か

ら何人になって、１件当たり、１人当たりどれぐらいの件数を担ってたのが、どれぐらいに軽減されるのかっ

ていうことをお聞きします。 

  これに関しては教育相談室なども連携して運営されてると思うんですけども、昨年の決算で行政報告書を見

ると、教育相談室のところが年間たしか80件ぐらいだったと思うんですよね、件数が。それに対して、スクー

ルソーシャルワーカーはたしか１人で200人以上抱えてるような形だったんで、その件数の乖離っていうんで

すかね、どういうふうに情報共有されて、そういう運営をされてるのかっていうことをちょっとお聞きしたい

ですね。スクールソーシャルワーカーを追加配置するに当たって、どういうふうにこれが改善されるのかって

いうところをお聞きします。よろしくお願いします。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書347ページ、教科書・指導書・副読本等購入事業費についてでござ

いますが、教科書の検定に当たりましては、多様な情報等を基に検定等を進めております。その中で、旧日立

航空機変電所ですとか、その他郷土のもの等、児童・生徒が関心が高まるようなものにつきましても、考慮の

中の１つに入っているものと認識しております。 

  続きまして、予算書351ページ、教育センター運営費についてでございますが、スクールソーシャルワーカ

ーが２名配置ということになりますが、実際に対応の仕方は、直接訪問するですとか、学校を通じての相談で

すとか、多様にございますので、１人当たりどれぐらいの件数というところは正確には出せないのかなという

ふうに思っております。 

  ただ、スクールソーシャルワーカーの役割は、スクールソーシャルワーカーだけが対応するのではなくて、
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関係機関とつないで、学校や関係機関とつないで、児童・生徒への対応に当たるということですので、その点

に関しましては、２名に増えることによって、さわやか教育相談室等の相談機関とも連携して、円滑に対応が

できるようになってくるのではないかと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時４０分 休憩 

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

午前１０時４８分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○委員（床鍋義博君） 予算書350ページ、351ページ、教育センター運営費の中のところです。スクールソーシ

ャルワーカーの追加配置ですけども、最近やはりスクールソーシャルワーカーの成り手っていうんですかね、

なかなか人材確保、有能な人材の確保が難しいというふうに聞いています。 

  そこで、看護師であるとか、臨床心理士であるとか、そういった資格を持った方が今現状当市にどれぐらい

いらっしゃるのか、スクールソーシャルワーカーですね、これから人材確保のためにどのようなことを留意し

てるのかっていうことをお聞かせください。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書351ページ、教育センター運営費のスクールソーシャルワーカーに

ついてでございますが、人材確保につきましては、それぞれ福祉関係、心理士の有資格、それから教員免許等、

資格を持った方を採用ということでしております。人材確保につきましては、広報、ホームページ等を通じて、

人材確保について広報しているところでございます。市内にどれほど有資格者がいるかというところにつきま

しては、なかなか分からないところでありますが、優秀な人材確保に向けて引き続き努力を続けてまいりたい

と思います。 

  以上でございます。 

○委員（佐竹康彦君） それでは、お伺いします。予算書340ページから341ページ、通学路等学校安全対策事業

費でございます。今後の学区域変更に伴います安全対策の対応は現在どこまで進んでらっしゃるのか。スクー

ルガードなどのボランティア含めました人手の確保につきまして、令和４年度、市の取組はどのようなものに

なるのか伺いたいと思います。 

  続きまして、348ページから349ページ、教育指導費、国際理解教育推進事業費の中の小中学校英語指導助手

派遣手数料でございます。この事業は新規計上となっておりますけれども、これまでの取組との相違点と、こ

の事業が見込める効果について伺いたいと思います。 

  続きまして、予算書350ページから351ページ、情報教育推進事業費でございます。ＧＩＧＡスクールの事業

につきましては、令和３年度１年間を通して、様々なメリット、また課題等が把握されてるかと思いますけれ

ども、それらを踏まえまして、令和４年度のＧＩＧＡスクールの進展の在り方について、市としてどのような

見解をお持ちなのか伺います。また、ＩＣＴ支援員の活用ですとか、各校の好事例の横展開など、どのように

取り組むおつもりかお聞かせいただきたいと思います。 

  続きまして、予算書360ページから361ページ、小学校特別支援学級事業費でございます。令和４年度におき

ます特別支援教育に関します相談件数、また対象児童の増加についてどのような傾向があるのか伺います。ま

た、各教員に対します発達障害、またディスレクシアなどの各種学習障害に関しまして、令和４年度、どのよ
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うな研修を行っていかれるのか伺います。また、この特別支援学級の事業に関しまして、学校長、副校長、ま

た各教員、保護者等の連携の在り方をどのようにしていくのか伺います。 

  続きまして、予算書384ページから385ページ、中央公民館事業費で伺います。先般、市の貴重な歴史資料の

デジタルアーカイブが完成したというふうに議員にも情報提供いただきました。私も早速拝見させていただき

ました。今後こうした貴重な歴史資料のデジタル化を維持発展させていく上で、令和４年度どのような取組を

していこうと考えておられるのか伺います。 

  続きまして、予算書394ページから399ページにかけまして、図書館費でございます。桜が丘と清原の各地区

館への指定管理者制度導入につきまして、４月からの開始に向けて、現在どこまでどのような準備が進んでい

るのか、詳しく伺わせていただきたいと思います。 

  また、市民がより使いやすく、生活や仕事の向上に資するサービスを提供できるよう、東大和市の図書館と

して新たな事業を積極的に検討していくべきであるというふうに考えますけれども、令和４年度の取組、どの

ようなことを考えていらっしゃるのか伺います。これまでも一般質問等で御紹介してますが、他の地域では健

康支援ですとか、子育て支援、またビジネス支援等、様々なお取組をしてるようでございますけれども、そう

いった他事例も研究しながら、東大和市としてどのような取組をしていこうと考えておられるのか伺います。 

  続きまして、予算書403ページにあります保健体育総務費のスポーツ振興事業費で伺います。2020東京オリ

ンピック・パラリンピック大会を通じまして、スポーツのすばらしさを実感された市民も多いというふうに考

えてございます。オリンピック・パラリンピックのレガシーといたしまして、市民がよりスポーツ活動に参加

していくこと、これが重要だと考えますけれども、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてこない中で、令

和４年度、市はどのような取組を進めていかれるのか伺います。よろしくお願いします。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 予算書340ページ、341ページ、通学路等学校安全対策事業費、学区域変更に

伴う安全対策の対応についてでございますが、２月末をもちまして、児童の在籍校が決まったところでござい

ます。各学校におきましては、在籍する児童の居所を基に通学路の検討を行うこととなっておりますが、教育

委員会におきましても、警察、道路管理者等と連携し、新しい通学路等の情報共有と検討を行い、児童の安全

に努めてまいりたいと考えてございます。 

  また、スクールガードや学童交通擁護員の確保につきましては、昨年、令和３年10月15日号の市報におきま

して、「できるときに」「できる範囲で」「無理なく」活動といたしまして募集を行いまして、今月に発行す

る教育委員会だよりにおいても同様に掲載し、広く周知を図っているところでございます。引き続きスクール

ガードや学童交通擁護員の確保にも努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書348、349ページ、国際理解教育推進事業費に関する質疑であります

が、小中学校英語指導助手派遣手数料につきましては、予算のシステム上、新規計上となっておりますが、予

算額、取組内容等に変更はございません。英語指導助手に関しましては、令和２年度より中学校の指導日数を

拡充するなど、児童・生徒が外国の生活習慣や文化に触れる機会を多く設けており、引き続き英語教育の充実

に努めてまいります。 

  続きまして、予算書350、351ページ、情報教育推進事業費に関する質疑でありますが、令和３年度におきま

しては、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ことを目指し、様々な教科の授業におい

て端末が活用されております。また、授業参観や学校行事のオンライン配信など、授業以外の場面においても
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端末の活用が見られました。令和４年度につきましては、１人１台端末で教科の学びを深め、学びの本質に迫

ることを目指し、ＧＩＧＡスクール構想のさらなる推進を図ってまいります。 

  また、ＩＣＴ支援員につきましては、各小中学校に週１回程度配置し、ＩＣＴ機器の操作支援やトラブルへ

の対応、活用に関する研修支援などを行ってまいりました。令和４年度におきましても、引き続きＩＣＴ支援

員による学校への支援を進めるとともに、学校間による情報共有やＩＣＴ支援員同士による定期的な打合せ等

を通じて、好事例の横展開を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○学校教育部参事（小野隆一君） 予算書360、361ページ、小学校特別支援学級事業費に関する質疑であります

が、令和４年度における特別支援教育に関する相談件数につきましては、令和３年度の就学相談の申込み件数

は過去最高となっており、令和４年度についても、相談件数がさらに増加することが想定されます。特別支援

学級対象の児童・生徒については、小学生はやや増加傾向であり、中学生は大きな増減は見られません。特別

支援教室対象の児童・生徒については、小中学生ともに近年増加傾向でしたが、令和４年度以降は横ばいにな

ると想定しております。 

  各教員に対する発達障害ほか各種学習障害に関する研修につきましては、全教職員の特別支援教育の理解促

進と指導力の向上に向けた研修会を予定しております。また、特別支援教育に関する研修動画を作成し、教員

が学びたいと思ったときに、いつでもどこでも何度でも視聴できるオンライン研修を推進してまいります。 

  学校長、副校長、教員、保護者の連携の在り方につきましては、次年度の重点課題を通常の学級等における

特別支援教育の推進とし、校内委員会及び授業等における特別支援教育担当教員と通常学級担任等の連携を充

実させてまいります。また、管理職を対象とした研修会を実施し、特別支援教育の推進に向けた組織的取組へ

のリーダーシップ発揮を促してまいります。 

  さらに、保護者との連携については、巡回相談員が市内全ての幼稚園、保育施設等へ巡回し、保護者や支援

者向けに情報提供や保護者面談等へ同席するとともに、新たに就学相談、特別支援学級に関する説明会を実施

するなどにより、保護者との連携の充実を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○社会教育部長（小俣 学君） 予算書384ページ、中央公民館事業費の中のデジタルアーカイブについてであ

りますが、平成30年度に実施いたしました明治150年記念講座「市民の手で『デジタルアーカイブサイト』を

設立しよう！」の受講者が中心となりまして設立されました東大和デジタルアーカイブ研究会がサイトの作成

を進めまして、このたび東大和デジタルアーカイブサイトが完成し、広く市民の皆様に公開することとなりま

した。市民の皆様に市内の貴重な史料、史跡に触れていただく機会を提供できるものでありまして、今後この

サイトを広く御覧いただくことで、より東大和市に愛着を持っていただけるものと考えております。 

  令和４年度につきましては、東大和デジタルアーカイブ研究会の皆様に御協力いただきまして作成しました

サイトを活用した公民館講座の実施や、郷土博物館などと連携いたしまして、サイトをさらに充実させるため

の取組を実施するとともに研究会の支援をしてまいりたいと、そのように考えております。 

  以上です。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 予算書394ページから399ページ、図書館費、令和４年４月１日から導入する地

区図書館への指定管理者制度の準備状況でありますが、完成したものといたしましては、図書館業務のマニュ

アル作成と引渡し、おはなし会等指定管理者が行う事業の確認、各館の備品・消耗品類について、指定管理者
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へ引き継ぐものと市へ引き揚げるものの選別等がございます。現在調整中、または準備中のものといたしまし

ては、基本協定書及び年度協定書の締結、各種報告書類の記載内容や様式の検討、おはなし会等に係るボラン

ティアとの調整等がございます。指定管理者スタッフへの引継ぎや図書館システムの研修につきましては、３

月末まで継続して実施してまいります。また、指定管理者制度の導入及びそれに伴う開館時間の延長や休館日

の変更について、市報等で市民の皆様に周知を行ってまいります。 

  続きまして、予算書397ページから399ページ、令和４年度の図書館事業についてでありますが、地区図書館

への指定管理者制度導入について、指定管理者との連携を図り、運営を軌道に乗せていくことを令和４年度の

最重要課題と捉えております。また、平成30年３月に策定いたしました第二次東大和市子ども読書活動推進計

画が令和４年度末をもちまして計画期間満了となりますことから、第三次計画を策定する予定であります。そ

のほかの利用者への直接サービスにつきましては、いずれも一定程度の人員及び予算が伴いますことから、令

和４年度は新規事業を予定してございません。なお、ビジネス支援につきましては、レファレンス資料を中心

にビジネスを支援するのに役立つ資料に重点を置いて収集してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○社会教育課長（高田匡章君） 予算書403ページから405ページ、令和４年度のスポーツ振興の進め方について

であります。 

  コロナ禍の影響を受けまして、平成31年度末から今日まで、多摩湖駅伝大会、それからロードレース大会、

市民体育大会など社会教育課で所管いたしますスポーツイベントの多くが中止を余儀なくされたところであり

ます。新型コロナウイルス感染症につきましては、今もなお収束の見込みが立たない状況にございますが、令

和４年度のスポーツ振興に当たりましては、イベントの実施方法のほか、参加者数の調整、それからイベント

会場等における密の回避、また一例ではございますけども、各種記録証等をウェブで配信することなどを通じ

まして、ウィズコロナ時代に見合った事業内容に柔軟に転換していくことが必要であるというふうに考えてお

ります。 

  スポーツがもたらす喜びや感動、そういったものは私たちが豊かな生活を営む上で欠かすことができない重

要な要素であると考えておりますことから、単に中止するのではなく、どのようにしたら安全・安心に実施で

きるのか、今後開催を予定しております実行委員会等で引き続き研究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（実川圭子君） 予算書341ページ、児童・生徒指導事業費のところで会計年度任用職員報酬に当たると

思うんですけども、介助員のことについてお伺いします。参考資料の50ページを見ますと、前年度に人数につ

いては13人ということで、同様なんですが、予算額が減っています。この要因についてお伺いします。また、

オンライン授業とかには、介助員というのは、オンライン授業になった場合などのフォローができているのか

どうかもお伺いします。 

  それから、予算書351ページ、教育センター運営費のスクールソーシャルワーカーについてなんですが、先

ほども御答弁もあったので、大体は理解したのですけれども、複数になるということで、学校を担当割りみた

いなことにするのかどうかお伺いします。それと、ケース検討などはどのようにされていくのか、複数化とい

うことで、お二人の連携などもどのようにされていくのかお伺いします。 

  それから、予算書395ページ、図書館費のところなんですけれども、図書館費全体で前年度に比べて4,206万

7,000円の増額ということになってます。その説明が説明資料の中でも、桜が丘、清原図書館の指定管理委託
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料の新規計上によるというふうに書かれてました。昨年、指定管理者導入についての厚生文教委員会の審査の

ときに、財政効果について、指定管理を導入するに当たっての財政効果についてお伺いしたときには、５年間

で約1,500万円の財政効果があるというような御説明だったと思いますけれども、今年度見ると、このように

かなり図書館費全体が増額していて、それが要因が指定管理委託料ということになってます。そのことについ

てどのようになってるのか御説明いただきたいと思います。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 予算書341ページ、児童・生徒指導事業費、会計年度任用職員の報酬の減額

についてでございますが、こちらにつきましては、対象となる児童・生徒１人につき１人を会計年度任用職員

として付き添っているところでございますが、来年度におきましては、お一人、市外へ転校されるということ

で、人数の減という形で、会計年度任用職員の報酬も減となってございます。 

  あと、オンラインで御自宅でやる場合につきましては、原則として学校での対応ということにしております

ので、現時点では対応してございません。 

  以上でございます。 

○学校教育部副参事（冨田和己君） 予算書350、351ページ、教育センター運営費についてでございますが、ス

クールソーシャルワーカーにつきましては２名配置になるということで、これまでは学校からの要望に応じて、

派遣する形が多かったのですが、２名が巡回型ということで、学校にいる時間を増やしながら取り組んでいこ

うというふうに計画しております。 

  実際にどこの学校を担当するか等につきましては、スクールソーシャルワーカーそれぞれの特性等もござい

ますので、また検討していくことになるかと思っております。また、委員のおっしゃるとおり２名の中で連携

して取り組むことが大事だと考えておりますので、それぞれが担当していること等について、連携、打合せす

る機会もしっかりと設けていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 予算書395ページ、中央図書館管理費の中の指定管理者制度導入に係る経費に

ついてでありますが、指定管理者制度を導入することによりまして、現在桜が丘図書館、清原図書館に勤務し

ている人件費の部分が指定管理者に移行することになります。 

  そのうち会計年度任用職員の人件費につきましては、これまでも図書館費の中で対応してまいりましたけれ

ども、正規職員の人件費につきましては、図書館費の中の対応ではございませんで、予算書で申しますと375

ページの社会教育総務費の職員人件費の中で、図書館の正規職員の人件費をこちらで対応しているということ

ですので、図書館費からマイナスになる分は、正規職員の分を除いた分のみがマイナスになるということにな

りますので、厚生文教委員会等で御説明しました人件費の費用対効果の件につきましては、正規職員の人件費

を含めての計算ということになりますので、そのような数字になりました。 

  以上でございます。 

○委員（実川圭子君） 予算書341ページの児童・生徒指導事業費の介助員のことなんですけれども、対象の児

童が減ったということだと思いますけれども、参考資料のほうでは、介助員の人数は昨年と同様の13人という

ことになっているので、そこのところを確認します。 

  それから、オンライン授業には今は対応してないということなんですが、先ほどほかの委員のＧＩＧＡスク

ールのところで、いつでも誰でもっていうような対応をしていくというふうな話があったんですけれども、そ

れがされてないのではないかというふうに私は思うのですけれども、その点について認識をお伺いします。 
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  介助員の方のできる範囲というか、そういうところがどういうところで明確化されてるのかもお考えをお伺

いしたいと思います。 

  それから、スクールソーシャルワーカーについては了解しました。 

  それから、予算書395ページの図書館費についてなんですけれども、正規職員については、前年度と令和４

年度では正規職員の人数は変化はないかと思います。地区館にいた正規職員が中央館に行くのかなというふう

に思うんですけども、その部分での地区館での正規職員の部分が費用がかからなくなるというような御説明だ

ったんでしょうか、もう一度お願いします。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 予算書341ページ、児童・生徒指導事業費、介助員についてでございますが、

介助員につきましては、お一人の児童・生徒に対しまして、お一人の場合と複数人で交代で対応している場合

とございます。したがいまして、児童・生徒数が減りますと、対応する時間が減りますので、そのためによる

介助員の人数は、交代で入るのは変わらないんですけども、それによる時間数の減という形で減額になってい

るところでございます。 

  また、オンラインの関係でございますが、一応内規といたしまして、学校での対応ということで定めている

ところではございますが、やはり家庭にっていう形になりますと様々な課題が出てくることが考えられます。

現時点では御家庭に介助員を配置してということは考えてございません。 

  以上でございます。 

○中央図書館長（浴 靖子君） 予算書395ページ、中央図書館管理費、指定管理者に係る正規職員人件費の件

でありますけれども、現在桜が丘図書館、清原図書館、合わせて正規職員が４名おります。これが指定管理者

制度導入に伴いまして、各地区館からは外れることになりますが、その４名が中央図書館に上乗せされるとい

う想定ではございません。中央図書館の定員は来年度も今年度と同様14名ということで伺っております。実際、

欠員等現在ございまして、来年度何人補充されるか、私どもでは分かりませんけれども、そういった中で４名

がそのままスライドして中央図書館に入るという見込みではございませんので、正職人件費は図書館に関して

は減るものと見込んでおります。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 引き続き、第11款公債費の質疑を行います。 

○委員（森田真一君） １点お伺いします。予算書412ページ、参考資料23ページの公債費のところで、公債費

の利子支払費についてなんですが、３年度の額よりも大きく減らしている原因について教えてください。 

○企画財政部長（神山 尚君） 予算書412ページ、公債費の利子の関係でございます。内訳としまして、長期

債利子が減額となったものでございます。元利償還額のうち、昔の高いものが減ってきて、金利が低いものが

増えてきたこと、それと引き続き低金利が見込まれることなど、見積り額の見直しを行ったことによるもので

ございます。 

  以上です。 

○委員長（荒幡伸一君） 公債費の質疑を終了して御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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。 

  ここで５分間休憩いたします。 

午前１１時１６分 休憩 

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

午前１１時１９分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、予備費の質疑を終了いたします。 

  以上で一般会計予算の質疑を終了いたします。 

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

〔「委員長、動議」と呼ぶ者あり〕 

○委員（尾崎利一君） 第１号議案 令和４年度東大和市一般会計予算の組替えを求める動議を私と森田真一委

員及び上林真佐恵委員の３名で提出いたします。 

○委員長（荒幡伸一君） ただいま尾崎利一委員、森田真一委員及び上林真佐恵委員から第１号議案 令和４年

度東大和市一般会計予算に対して予算の組替えを求める動議が提出されました。 

  よって、本動議を議題に供します。 

  動議提出者の説明を求めます。 

〔委員 尾崎利一君 登壇〕 

○委員（尾崎利一君） よろしくお願いします。 

  日本共産党を代表して、一般会計の予算の組替え動議について説明させていただきます。 

  第１に、コロナ危機という大きな災害で市民の命と暮らしが追い詰められています。 

  通常の行財政運営とは違う対応が求められます。現市長の下で、20億円から一般会計で67億3,718万円、特

別会計まで含めた積立基金等残高で83億円余りまで積み上がった基金から総額10億8,000万円余りを取り崩し、

令和４年度に限った支援策を講じるものです。 

  いざというときに診てもらえるのかという不安の声が聞かれます。政府が発熱外来への補助、診療報酬上乗

せを廃止してしまいました。大変不十分ではありますが、市内で発熱外来を開設した医療機関に最大で月20万



 

－98－ 

円の支援金を支給します。事業費は9,600万円です。 

  感染しても自宅療養という方が数百人に上っています。命を守るために自宅療養者支援センターを開設し、

自宅療養者専用ダイヤルの設置及び電話やメールなどでの安否確認と相談業務を行います。保健師、一般事務

など会計年度任用職員７人の人件費、電話５回線の開設フル稼働など、事業費は3,270万9,000円です。 

  保育園、学童保育、障害福祉事業所、介護事業所などのエッセンシャルワーカー4,500人に慰労金５万円を

支給します。２億2,500万円です。 

  大学生、短大生、専門学校生等約2,300人に５万円の一時奨学金を給付します。１億1,500万円です。 

  中小企業者応援金の対象を拡大して、20万円を支給します。事務費含め２億342万7,000円です。 

  令和２年度に実施した介護事業所、障害福祉事業所、助成金を同じ条件で支給します。3,130万円です。 

  一連の給付事業の事務費として500万円を計上します。 

  第２に、値上げと福祉切捨ての市政から暮らしに寄り添った市政への転換を図るため、令和４年度以降も市

民の暮らしを支える組替えを行います。 

  コロナ危機下で国民健康保険税を値上げするなど、もってのほかです。国民健康保険税の値上げを中止し、

１人１万円引き下げるために国保会計へのその他繰り出しを１億5,304万5,000円増額します。値上げ中止に必

要な額は9,481万3,000円。１人１万円引下げに必要な額は、１万円掛ける１万7,579人掛ける95.7％で１億

6,823万2,000円です。国民健康保険事業運営基金から１億1,000万円を取り崩します。 

  次に、家庭ごみ有料袋の２割値下げです。予算に計上された１億9,750万円の20％で3,950万円です。 

  小中学生の医療費無料化を高校卒業時年齢18歳まで拡大する方針を東京都が明らかにしました。党市議団が

2014年以降提案し、毎回の予算組替え動議でも計上してきたものです。今回は完全無料化を提案します。事業

費は7,200万円です。 

  ちょこバスの運賃を100円に戻した上で、シルバーパスで無料乗車できるようにします。940万円です。 

  さらに、幼保無償化に伴う副食費の徴収をやめます。費用は１億円ですが、幼保無償化によって、市の負担

は9,000万円浮きました。この分は副食費無償化に回すべきです。 

  補聴器購入補助に踏み出します。65歳以上、本人住民税非課税、上限２万円で100人を見込みます。事業費

は200万円です。 

  令和４年度で90事業を廃止・縮小する決定を撤回するための一般財源の確保として、終了した東京オリンピ

ック・パラリンピック気運醸成事業を除いた2,428万3,000円を計上します。 

  令和３年度に廃止した３つの事業を復活します。高齢者と障害者の家具転倒防止器具取付事業と介護サービ

ス利用者一部負担金助成事業です。平成31年度実績で僅か35万円です。 

  これらの費用は総額で11億901万4,000円となります。 

  この財源ですが、国の令和３年度補正予算で計上されたコロナ交付金２億6,000万円余のうち１億4,000万円

が令和３年度に計上されていません。そのうち5,000万円が令和４年度は本庁舎空調設備更新の財源とされて

いますが、市民の命を守る施策に優先的に使うべきと考えます。残り9,000万円は、令和４年度当初予算に計

上されていません。 

  一方、国はコロナ対策の予備費を令和３年度と同額５兆円を確保していますので、令和４年度のコロナ対策

の財源は国に要求して、今後確保し、今ある財源は先送りせずに、現下の課題解決にスピード感を持って充て

るべきです。9,000万円は財源としては大きなものですが、令和４年度予算でも計上されていないので、今回
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の予算組替え動議では計上しませんでした。 

  また、２月28日、令和３年度市町村総合交付金は、予算11億3,100万円より２億8,380万6,000円ほど多い14

億1,480万6,000円で確定しており、これは令和４年度の前期繰越金に反映されることになります。実際にはこ

れらは財源になりますが、本動議では計上しません。 

  本組替えの財源としては、第１に、主に東京電力、東京ガス、ＮＴＴの大企業３社に３割値下げした道路占

用料及び特定公共物占用料を元に戻すことで、2,608万8,000円の増収を見込みます。 

  第２に、財政調整基金から10億8,292万6,000円を取り崩すものです。当初予算からさらに10億8,292万6,000

円取り崩した後でも、一般会計の積立基金の令和４年度末残高見込みは、市町村総合交付金の増額決定を勘定

に入れれば、44億7,076万8,000円となります。不測の事態に対応するために必要な基金残高は、当市の場合16

億7,000万円程度です。 

  令和４年度については、市の貯金を取り崩してでも、コロナ危機という大きな災害から市民の命と暮らしを

守るために全力を尽くすべきです。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（荒幡伸一君） 動議の説明が終わりました。 

  これより本動議について質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

〔委員 尾崎利一君 降壇〕 

○委員長（荒幡伸一君） 本動議について自由討議を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（荒幡伸一君） 自由討議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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、自由討議を終了いたします。 

  本動議について討論を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（荒幡伸一君） 討論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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  これより本動議について起立により採決いたします。 

  第１号議案 令和４年度東大和市一般会計予算の組替えを求める動議を可決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（荒幡伸一君） 起立少数。 

  よって、本動議は否決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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○委員長（荒幡伸一君） 一般会計予算に対する討論につきまして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１号議案 令和４年度東大和市一般会計予算、本案を原案可決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（荒幡伸一君） 起立多数。 

  よって、本案を原案どおり可決と決します。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 第２号議案 令和４年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算、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。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。 

○委員（上林真佐恵君） ２点お伺いします。 

  予算書12ページの国民健康保険税のところで伺います。 

  来年度のコロナ減免、市が国よりも上乗せして行っているコロナ減免について、これまでも要望してました

が、基準とする年については、これまで同様、コロナ前の令和元年も含めていただきたいと思いますが、その

後の検討状況をお伺いします。 

  それから、市独自で新たな減免策、この間検討されてると思いますが、状況について、ぜひ来年度実施して

いただきたいと思いますので、検討状況をお伺いします。 

  それから、予算書45ページの人間ドック等受診料助成費のところで、人間ドック等の受診に対して助成を行

うものですけれども、助成を受けるために健診結果を出すということに今年度からなってるかと思います。こ

ちらはかなり詳細な結果を出すということで、出すことに抵抗があるということで、市民の方からお話を伺い

ました。個人情報、かなりプライベートな情報ですので、それを出すぐらいなら、助成は諦めたという方もい

らっしゃいました。この結果の提出については任意にしていただきたいと思うんですが、そちらについての御

認識を伺います。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） ２点ほど御質疑いただきました。 

  １点目、予算書12ページ、コロナ減免等の御質疑でございます。令和４年度の新型コロナウイルス感染症の

影響によります収入減少世帯等を対象といたしました保険税減免につきましては、令和３年度に実施されてお

ります国基準の内容を基に現在詳細を検討しておりますので、今後引き続きまして詳細検討してまいりたいと

考えております。 

  続きまして、いわゆる生活困窮者対策としての市の保険税減免施策の見直しにつきましては、赤字補塡繰入

れの解消を見据えまして検討したいというふうに考えてございます。 

  ２点目、予算書44から45ページになるかと思います。人間ドック等受診料助成費についてでありますが、御

提出いただきました人間ドック等の受診結果につきましては、その一部につきましては、特定健康診査受診の

結果と同等のデータとして、健康課題の把握や保健事業の対象者抽出に活用させていただいております。これ
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によりまして、保健事業の利用促進等にもつながりますことから、市民の皆様の健康保持増進に寄与するもの

となりますので、引き続き結果提出を求めてまいりたいと、このように考えてございます。人間ドックの結果

の写しを提出することに抵抗がある方につきましては、最小限の数値の転記をもって代替できるということも

御案内しているところを申し添えておきます。 

  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。予算書12ページの国民健康保険税のところでコロナ減免につ

いてですけれども、現在行っている国に上乗せしている分については、もう来年度が始まるわけですけれども、

いつぐらいまでに結果というか、検討するというふうに見込んでおられるのか伺いたいのと、それから新たな

減免策については、以前の御答弁では、６年間の値上げの計画の中で、４年とか、５年っていう、その時点で

検討するということだったので、今の御答弁だと計画終了後に始めるっていうようなふうな理解でいいのか、

そこを確認させてください。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 新型コロナウイルス感染症に関する保険税減免につきましては、令和４年度の

保険税決定までには、その内容につきまして決定する必要がございますので、年度当初に内容をまとめていき

たいというふうに考えてございます、令和４年度当初にまとめていきたいというふうに考えてございます。 

  また、生活困窮者対策としての保険税減免施策につきましては、赤字補塡繰入れの解消が令和５年度をもっ

て解消するというふうに計画してございますので、令和４年度中からの検討が必要になるものと考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員（尾崎利一君） 予算書12ページの国民健康保険税で、今コロナ減免について、国基準での検討っていう

答弁でしたけども、これまで東大和市は、最初の年は当然コロナ前を基準にしていったわけですけど、翌年、

今年度になりますかね、国では前年を基準としてたものを、東大和市は前々年というふうにしたことで、対象

が広がったということだと思いますが、現在の、今御答弁にあった国基準っていうのはやはり前年を基準とす

るっていうことなのか伺います。 

  それから、24ページ、一般会計その他繰入金ですけれども、このうち解消すべき赤字と言われてる金額です

ね、これは幾らなのか伺います。その他繰入金のうちで解消すべき赤字でないものは何と何があるのか、これ

も伺います。 

  それから、24ページの基金繰入金、同じですけれども、令和４年度は２億4,608万5,000円を基金から取り崩

す予定ですが、理由をお聞かせください。あと、取崩し後の基金残高見込みは幾らなのか伺います。 

  それから、12ページ、国民健康保険税ですけれども、取り崩した基金を、２億4,608万5,000円取り崩した後

でも１億円以上の基金残高があると私は理解してますけれども、これを活用すれば、9,481万3,000円の値上げ

をしなくて済むのに、なぜこれ取り崩さずに値上げをするのか伺います。 

  一般会計の解消すべき赤字の当年度解消額は維持したままで、基金を取り崩すだけで値上げしなくて済むわ

けで、国や東京都にも加入者にも申し訳が立つ道があるのに、なぜあえて値上げするのかっていうことです。 

  それから、34ページの保険給付費です。それで、平成27年11月５日に開かれた議員全員協議会の資料による

と、平成23年度当時の１人当たり保険給付費の額は23万6,515円でした。令和４年度は幾らで何％増えてるの

か、その理由は何なのか。令和４年度は特にコロナの影響があるっていうこともこの間説明していますので、

令和３年度についても同様にどうなのか伺います。 
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  それから、12ページで、国民健康保険税に戻りますけども、厚生文教委員会の答弁では、40代夫婦と子供２

人、給与収入400万円の４人家族の保険税額は、６年連続値上げ前の2017年度で37万2,300円、令和４年度値上

げ後で48万8,300円とのことでした。６年連続値上げまであと１年を残して、連続値上げ前に示されていた連

続値上げ後の保険税額の目安額46万9,900円を既に超えてしまっています。ところが、保険税収入で見込まれ

ているのは18億1,651万1,000円です、令和４年度予算。平成23年度の保険税収入額は18億2,600万円、平成25年

度の保険税収入額は21億100万円で、これらを下回っています。平成23年度と25年度の同じ４人家族の保険税

額は幾らなのか伺います。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） ６点ほどいただいているかと考えております。 

  １点目の予算書12ページ、国民健康保険税のところで新型コロナウイルス感染症の影響によります収入減少

世帯等を対象といたしました保険税減免策、令和４年度の検討として、国基準を基にというふうに考えてござ

います。この国基準につきましては、令和３年度については、令和２年収入実績と令和３年収入見込みの比較

というふうになってございますので、これに基づいて検討したいというふうに考えてるところでございます。 

  ２点目です。予算書24ページ、一般会計繰入金のその他の繰入金についてでありますが、このうちの解消す

べき赤字補塡繰入額につきましては約9,500万円でございます。解消すべき赤字補塡繰入れでないものといた

しましては、特定健康診査、特定保健指導費の一般財源負担分、また人間ドック等受診料助成費等でございま

す。 

  続きまして、３点目、予算書24ページの基金繰入金についてです。令和４年度は国民健康保険事業費納付金

が、令和３年度比で急増してございまして、その大きな要因としていたしましては、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大によります医療給付費の急増という特殊な影響があるものと推察しております。 

  こうした特殊な影響について、全て保険税率に転嫁することを避けるため、また被用者保険の適用拡大の影

響補塡や、新型コロナウイルス感染症の影響によります収入減少世帯等を対象とした保険税減免施策、未就学

児の被保険者均等割軽減実施後の市独自の第３子以降均等割負担軽減施策の継続等、様々な施策によりまして、

令和４年度の国民健康保険税改定率の改定幅及び保険税負担を抑制するために、今般積極的な基金の活用を行

うこととしたものでございます。 

  基金残高見込みでございますが、令和３年度末の基金残高を約３億6,500万円と見込んでおりまして、この

うち約２億4,600万円を活用する予定でございますから、活用後の基金残高は約１億2,000万円弱となるものと

見込んでございます。 

  ４点目です。予算書12ページ、国民健康保険税についてです。保険税率を見直さないまま、基金の活用のみ

で赤字補塡繰入れの解消を行いますと、給付と負担の均衡を逸した状態が続くこととなります。給付と負担の

均衡が逸したままでは、財政の健全化が図れませんので、国民健康保険制度の安定的、持続的な運営に資する

ものとはならないと認識してございます。 

  赤字補塡繰入れ解消後も制度を安定的に運用していくためには、一定程度の基金の積立てが必要なものと考

えてございますので、基金や交付金の活用を含めまして、総合的な判断に基づきまして、保険税率の見直しに

よる給付と負担の均衡を図っていく必要があるものと考えてございます。 

  続きまして、５点目、予算書34ページの保険給付費についてであります。令和４年度当初予算の保険給付の

うち、傷病手当金を除きました額を見込みの被保険者数で除した１人当たりの保険給付費といたしましては約

33万2,000円、率にして約40.4％の増となるものかと考えてございます。 
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  ここまでの増になった理由についてでありますが、平成23年度当時からいたしますと10年以上経過してござ

います。その間におけます医療の高度化、高額薬価の保険適用拡大、国民健康保険加入者の平均年齢の上昇、

被用者保険の適用拡大によって生じた被保険者の減少等、様々な要因があるものと認識してございます。こう

した国民健康保険の構造的課題を改善し、国民皆保険を下支えする国民健康保険を安定的、持続可能なものと

して運営するために、平成30年度からの国民健康保険の広域化をはじめとした制度改革が行われているものと

認識してございます。 

  最後、６点目です。予算書12ページ、国民健康保険税についてであります。いずれも40代夫婦、子供２人、

給与収入400万円で、夫の給与収入のみと仮定した世帯をモデルケースとしてございます。被用者保険の適用

拡大が続く中で、このモデルケースの世帯につきましては、多くの場合、被用者保険の適用となるものと考え

てございますが、御質疑の年度におけます保険税額といたしましては、平成23年度の保険税率では28万6,400

円、平成25年度の保険税率といたしましては33万6,400円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時４６分 休憩 

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

午後 １時２８分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） すみません。私の答弁につきまして、２点、答弁の訂正と、それから答弁漏れ

がございましたので、ここで答弁させていただきます。 

  上林委員の予算書12ページ、国民健康保険税のいわゆるコロナ減免のところで検討時期を御質疑いただいた

際に、私のほうから令和４年度当初と答弁させていただきましたが、正しくは令和４年度当初課税の時期まで

には内容を固めて実施いたしますと訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

  ２点目、尾崎委員からの予算書34ページの中で令和３年度の給付費、聞かれていたところがございます。令

和３年度の12月時点での実績となるんですが、令和３年度12月までの医療給付費を、12月までの平均被保険者

数で除した１人当たり医療給付費といたしましては約23万円というふうに捉えてございます。ただ、年明け以

降に新型コロナウイルスの感染拡大がございましたので、これが一定程度影響を及ぼすのではないかというふ

うには想定してい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） それでは、一つは、12ページの保険税のところで、コロナ減免のところで、国の基準は

どうなってるのかっていうところで、令和３年度のコロナ減免の内容がこうだったっていう御説明がありまし

た。ということは、今のところ令和４年度のコロナ減免の詳細に、基準等については、国からまだ示されてい

ないという理解でいいのか、その点を伺います。 

  それから、24ページの基金繰入金のところで、２億4,608万5,000円を基金から取り崩して、保険税の抑制の

ために取り崩したっていうことでしたけれども、そのうち１億8,000万円は、コロナの危機で医療費が大きく

伸びたと。１人当たり医療費が伸びた分を基金で補塡するということですし、4,000万円は被用者保険の適用

拡大で、被保険者が減ったことをこの基金で賄うというものですし、1,400万円はコロナ減免の財源ですし、

700万円はこの間の税制改正への対応ですし、それから400万円は市の独自の多子世帯負担軽減の継続というこ
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とで取り崩すっていうことなわけですけれども、基金の残高３億6,500万円、これはこれまで４回値上げを繰

り返して、約４億円まで基金が積み上がってるっていうことですから、原資になってるのは国民健康保険税な

わけで、加入者の国民健康保険税が基になっている基金を、こうしたことに取り崩すっていうのはおかしいん

じゃないのかと。 

  例えばコロナ対応ということであれば、国と東京都と市がきちっと財源補塡して、こういう危機の下で被保

険者の負担にならないように財源措置すべきで、被保険者の保険税が基になっている基金がそこに使われるっ

ていうのはおかしいんじゃないかっていう議論があります。これについての見解を伺います。 

  それから、34ページの保険給付費と12ページの国民健康保険税の関連ですけれども、平成23年度当時の１人

当たり保険給付費23万6,515円でした。それが令和４年では33万2,000円で、40％、大幅に増えていると。その

一方で、同じ平成23年の４人家族で28万6,400円だった保険税額は今回48万8,300円、20万円以上、４割ぐらい

増えてるっていうことになりますかね。ところが、保険税収は平成23年度を総額で下回るということになって

いて、これは幾ら値上げをしても追いつかないという状況を示しているんではないかと。この先、このやり方

だと展望が見えないんじゃないかって考えるわけですけども、この点の認識を伺います。 

  それから、令和４年度の予算に非常に大きく関わるので、伺いますけれども、令和３年度の保険給付費、１

人当たりの保険給付費が12月実績だと23万円っていう今答弁がありました。予算でいうと31万7,000円になる

んですね。10万円近く保険給付費が違うっていうことは、令和３年度は保険給付費が見込みより大幅に下回る

ということになるのか、そのことによって、令和４年度ないし令和５年度の保険税負担は大幅に減少、２年で

いろいろ行ったり来たり精算するんだと思いますけれども、そうすると令和５年度に反映することになるのか、

保険給付費の予算と現状の大きな乖離についてどう考えたらいいのか伺います。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 何点か御質疑いただきましたので、順次お答えさせていただきます。 

  予算書12ページ、国民健康保険税、いわゆるコロナ減免なんですけれども、令和４年度の国からの交付金に

つきましては、国からはまだ何の方針も示されてございません。 

  続きまして、予算書24ページ、基金繰入金についてでありますが、こちらは基金を積み増すに当たりまして、

保険税以外にも、市の取組によりまして、予算を上回る交付金等が入ってきた場合には、そちらも基金のほう

に積み立てているところではございます。市といたしましては、今回の医療納付金につきましては、医療給付

費の急増が大きな要因であることは繰り返し御説明させていただいております。これの原因、要因といたしま

して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による特殊な影響があるものというふうに推察しております。 

  こうした特殊な影響について、全て保険税率に転嫁することを避けるために今回積極的に基金の活用を行う

こととしております。本来であれば、今回のような保険税負担の急増に対しましては、財政の責任主体でござ

います東京都より早急に負担抑制策を講じていただきたいと考えましたことから、その旨、市や東京都市長会

等から財政支援の早急な拡大の要望を行ったところでございます。 

  続きまして、予算書34ページと予算書12ページの比較の中でということになるんですが、最初の御質疑のと

きにもお答えさせていただきましたが、平成23年度と現状では、国民健康保険財政を取り巻く状況は大きく変

わってございます。その当時は、かなりの額のその他の繰入金を入れております。また、被保険者数もかなり

令和４年度は減ってございます。こうした中で国民健康保険の構造的課題というのが、かなりひずみを増して

るところもございますので、そうした国民健康保険の構造的課題につきましては、やはり東京都や国に対して、

改善の要望、それは財政支援なり、国に対する公的医療保険の一本化なり、こうした要望を続けてまいりたい
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というふうに考えてございます。 

  引き続きまして、予算書34ページ、保険給付費についてでございます。令和２年度の前年同月比を比較いた

しますと、大体令和２年度、前年同月だと約22万円ぐらいでしたので、令和３年度についてはやはり現時点で

の比較でも上がっていると。また、ここから年明け以降のいわゆるコロナ禍の医療給付がどれだけ影響を及ぼ

すかというところが、なかなかちょっと見込むのは困難でありますが、まだ先ほど答弁させていただいた１人

当たり医療費、今後まだ伸びてくる可能性は十分あるもの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） ３点伺います。 

  予算書20ページの都補助金のところですが、保険給付費等交付金につきましては、普通交付金、特別交付金

ともに増額となっておりますが、これはこれまでの市が取り組んでまいりました財政健全化への取組が適正に

評価されたことで、東京都からの交付金等が増額されたものとして理解してよいのか、確認させていただきた

いと思います。 

  続いて、24ページの基金繰入金でありますが、国民健康保険事業運営基金繰入金について２億4,608万円が

計上されております。前年度と比較して、7,870万円、47％増ということで大幅な増額でありますが、これま

で御説明がありましたとおり、市の想定以上に東京都から国民健康保険事業納付金が求められたことで、財政

健全化計画に基づく、解消すべき赤字補塡の繰入金１億8,886万円、11.49％もの増額改定となるところを、基

金繰入金を大幅に増額して対応したことで、5.52％までの増ということで抑制したとこれまで御説明があった

かと理解しております。基金は、まさに今回のように必要なときにタイムリーに活用できることが重要である

と考えますが、国保会計における基金の適正管理と活用についての考えを確認させていただきたいと思います。 

  ３点目、40ページの国民健康保険事業費納付金でありますが、令和４年度、先ほども御答弁ありましたよう

に、コロナ禍の影響で納付金が想定以上に増額算定されたことが国保会計をさらに厳しくしたものというふう

に受け止めております。東大和市として東京都に対して、法定外繰入れによる赤字補塡を解消した自治体が対

象となる東京都独自の納付金算定の仕組みづくりを求める要望書を提出してきたというふうに伺っております

が、これが実現した場合には、令和６年度以降には被保険者の負担軽減に大きく寄与することが期待できると

いうふうに考えてよいのか伺いたいと思います。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） ３点御質疑いただきました。 

  １点目です。予算書20ページ、都補助金でございます。令和４年度の当初予算におきまして、保険税率の急

増抑制に活用できますのが特別交付金や都の補助金でございますが、こちらは令和３年度当初予算比で約

1,600万円の増となってございます。お見込みのとおり、市の取組が評価されたことによります増額でござい

ます。 

  ２点目、予算書24ページの基金繰入金でございます。基金の活用方法につきましては、原則、市の保険給付

費が東京都の見込みを上回った場合の一時的補塡や国民健康保険事業費納付金の急増によります保険税の急増

に対して抑制を図るなど、他の財源に頼らず、国民健康保険の安定的な運営に活用することを想定してござい

ます。今般の基金の活用は、この考えの下に行ったものでございますので、適正なものであると認識してござ

います。 

  ３点目、40ページの国民健康保険事業費納付金についてでございます。私ども要望させていただきました赤

字補塡繰入れ解消によります東京都独自の納付金減算の仕組みづくりや、東京都独自の財政支援でもあれなん
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ですけれども、何らかのこういったインセンティブをいただけることで、おっしゃるとおり被保険者の保険税

抑制が図れるものというふうに考えてございます。あわせて、赤字補塡繰入れが解消できました後には、保険

者努力支援制度における交付金も増すこととなりますので、今般提出いたしました要望書が実現された際には、

被保険者の保険税抑制に大きく寄与するもの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） 再度伺いますけども、20ページの都補助金でありますが、今後も引き続きこれらの交付

金、補助金については増額できる見込みがあるのか、またどのような取組が適正な評価を受けることになるの

か伺いたいと思います。 

  24ページの基金繰入金についてでありますが、今回はこのような形で先ほど御答弁いただいたとおりだと思

いますが、もし東京都から求められた納付金が昨年と同水準であったとして、基金繰入金については、今回の

予算と同規模に大幅な増額が図られることができたとしますと、保険税の増額は限りなくゼロに近いものにな

るというふうに数字上は見えるわけですが、こういうふうに理解してよいのかどうか伺いたいと思います。 

  最後、40ページの国民健康保険事業費納付金でありますが、やはり法定外繰入れによります赤字補塡を解消

した東大和市のような自治体の取組が適正に評価されて、東京都において、都への納付金が減算となる仕組み

がきちんとできることが、当然のことながら国保加入者、被保険者にとっても、また広く市政を支える東大和

市民、納税者の負担軽減にも資するものというふうに私は考えておりますが、改めて市の認識を伺いたいと思

います。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 予算書20ページ、都補助金についてであります。赤字補塡繰入れ解消後になり

ますと、保険者努力支援制度においても高く評価いただくことになります。また、収納率につきましては、特

に向上することによりまして、特別交付金や補助金が増額する見込み、十分にあるものというふうに考えてご

ざいます。 

  続きまして、予算書24ページ、基金繰入金でございます。国民健康保険の財政健全化には、給付と負担の均

衡を図る必要がございますので、赤字補塡繰入れ解消までは、一定程度の保険税率の見直しは必要になるもの

と考えてございます。しかしながら、財政健全化後は、その年度の納付金額によるところもございますが、交

付金や基金の活用によりまして、保険税率を見直さずに済む可能性も確かにございます。 

  私からは以上でございます。 

○市長（尾崎保夫君） 今回の国保の関係につきましては、全員協議会でも、今回の中でも、いろいろと御説明

させていただいて、多くの皆さん方には御理解いただきながら、東大和市の国民健康保険の財政健全化に向け

て、今まで評価していただいたのかなというふうに思ってございます。今回は、特に市長会のほうでもあまり

にも高過ぎるということで要望を出したわけですけども、東大和市の立場からすると、それでは少し弱いとい

うことで、市独自の要望を東京都のほうに上げさせていただいているわけでございます。 

  そういった意味で、東京都のほうも、東大和市の考え方について、あるいは大変さというものは、ある程度

御理解いただいて、そういう方向に向いていただいてるのかなというふうに思ってますし、私自身も、今回い

ろんなところでチャンスがあれば、東京都のほうの幹部の方とか、そういう方に対しまして、その辺のところ

は絶えず訴えているところであります。そういった意味では、これからもそういう方向に行くんではないかな

というふうに思ってございます。 

  そこで、私も、そして皆さん方も、議員さん、私、市長としてですね、東大和市民の福祉向上っていうこと
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でやってるわけでございます。この際ですから、私自身もこれからも精いっぱいいろんなところでチャンスが

あれば訴えていきたいと思ってますので、皆様方もそれぞれのルートを持って、都議会、あるいは東京都本体

に向かって、ぜひ発言を強めていっていただきたいと。その節は、何かあれば、私どものほうも御協力させて

いただきたいと、そのように思ってございます。市議会と市当局は車の両輪だと、昔からよく言われてますけ

ども、今回、皆さん方と一緒に手を組んでやっていきたいと。そして、東京都、その先の国の制度そのものも

変えてかないと、国保制度というのは成り立っていかないんではないかと、そのように思ってございます。ぜ

ひお力添えのほどを皆様方にお願い申し上げまして、私からのお話とさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

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

〔「委員長、動議」と呼ぶ者あり〕 

○委員（尾崎利一君） 第２号議案 令和４年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算の組替えを求める動議

を私と森田真一委員及び上林真佐恵委員の３名で提出いたします。 

○委員長（荒幡伸一君） ただいま尾崎利一委員、森田真一委員及び上林真佐恵委員から第２号議案 令和４年

度東大和市国民健康保険事業特別会計予算に対して予算の組替えを求める動議が提出されました。 

  よって、本動議を議題に供します。 

  動議提出者の説明を求めます。 

〔委員 尾崎利一君 登壇〕 

○委員（尾崎利一君） よろしくお願いします。 

  日本共産党を代表して、国民健康保険事業特別会計予算の組替え動議について説明させていただきます。 

  一般会計予算の組替え動議で御説明したとおり、第１に、値上げを中止させる分として9,481万3,000円、１

人１万円引き下げる分として１億6,823万2,000円、合計２億6,304万5,000円を国保税収入から差し引き、財源

として、第１に、１億1,000万円を国民健康保険事業運営基金から繰り入れ、１億5,304万5,000円を一般会計

からのその他繰入れとして収入するものです。値上げを中止するに十分な基金残高がありながら値上げを強行

することに強く抗議します。 

  また、コロナの影響から医療給付費が急増したとして、保険税急増を抑えるために、国保基金１億8,000万

円を取り崩すことにしています。しかし、国保税の連続値上げでたまった基金の基は加入者の保険税です。コ

ロナの影響を軽減する対策は、国、都、市の財源で行うべきです。取崩し額２億4,000万円の総額について同

様に考えます。国保税は、組合健保保険料の1.8倍と今でも大変高いものです。連続値上げ前３年間のその他

繰入額の平均７億8,400万円に対し、この組替えによるその他繰入額の総計は３億6,583万5,000円となり、連

続値上げ前３年間のその他繰入れ平均額を大きく下回ります。 

  消費税10％への増税、現下のコロナウイルス感染拡大により、市民の暮らしと地域経済は大きな打撃を受け

ており、増税中止と引下げは喫緊の課題です。市は、国民健康保険事業運営基金に３億円、５億円とため込む

意向を表明していますが、ため込むのではなく、これほど市民の暮らしが厳しくなっている今こそ、基金を取

り崩し、値上げを中止して、引下げに転じるべきです。 
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  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（荒幡伸一君） 動議の説明が終わりました。 

  これより本動議について質疑を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

〔委員 尾崎利一君 降壇〕 

○委員長（荒幡伸一君） 本動議について自由討議を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（荒幡伸一君） 自由討議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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、自由討議を終了いたします。 

  本動議について討論を行います。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（荒幡伸一君） 討論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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、討論を終了いたします。 

  これより本動議について起立により採決いたします。 

  第２号議案 令和４年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算の組替えを求める動議を可決と決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（荒幡伸一君） 起立少数。 

  よって、本動議は否決されました。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 国民健康保険事業特別会計予算に対する討論につきまして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２号議案 令和４年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算、本案を原案可決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（荒幡伸一君） 起立多数。 

  よって、本案を原案どおり可決と決します。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 第３号議案 令和４年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算、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
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省略し、直ちに質疑に入ります。 

  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（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  土地区画整理事業特別会計予算に対する討論につきましては本会議で行うこととし、直ちに採決いたします。 

  第３号議案 令和４年度東大和市土地区画整理事業特別会計予算、本案を原案どおり可決と決することに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、よって本案を原案どおり可決と決します。 

  ここで暫時休憩いたします。 

午後 １時５７分 休憩 

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

午後 ２時 ２分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで５分間休憩いたします。 

午後 ２時 ３分 休憩 

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

午後 ２時 ６分 開議 

○委員長（荒幡伸一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 第４号議案 令和４年度東大和市介護保険事業特別会計予算、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。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。 

○委員（東口正美君） １点伺います。予算書34ページ、35ページの地域包括ケア推進管理事務費の中の高齢者

福祉計画・第９期介護保険事業計画策定支援業務委託料のところでございますけれども、第９期の計画につい

て、昨今市内で有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅が増えてきているというふうに見ているんですけれ

ども、９期の計画を立てる、また調査するに当たって、この件はどのような影響があるのかお聞かせください。 

○福祉部副参事（石嶋洋平君） 予算書34ページ、高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定支援業務委託

料の件でございます。 

  令和４年度におきましては、第９期介護保険事業計画準備調査のほうを実施してまいります。前回、前々回

もそうだったんですけれども、計画策定における準備調査の段階の調査項目といたしまして、要支援になる前

の比較的元気な65歳以上の高齢者を対象といたしまして、今後介護が必要となった場合に、どのような場所で

生活していきたいかという項目のほうを設けているところでございます。その項目の中にサービス付き高齢者

向け住宅ですとか、有料老人ホームを選択肢として挙げてきているところでございます。 
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  地域包括ケアシステムの構築には、住まいの問題も含まれておりますことから、第９期の計画策定のための

調査項目につきましては、引き続きサービス付き高齢者向け住宅等に関する事項についても検討対象であると

認識しております。 

  以上です。 

○委員（東口正美君） これらの民間事業者が市内に増えることは、直接的には東大和市の介護保険料等に影響

はないのでしょうか、お聞かせください。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書34ページから35ページ、日常生活圏域に係る調査の部分で、サービス付

き高齢者向け住宅等の整備が介護保険料に影響あるかどうかということでございます。 

  これらサービス付き高齢者向け住宅ですとか、介護付きの有料老人ホームは、高齢者の住まいというカテゴ

リーになりますが、都知事から特定施設入居者生活介護の指定を受けますと、入居者に日常生活に必要な介護

ですとか、機能訓練などを提供することによって、介護給付費が支払われます。このため介護保険料にも一定

の影響があるものと、このように認識しております。 

  以上です。 

○委員（実川圭子君） 予算書の62ページ、63ページの介護予防・生活支援サービス事業費のところですけれど

も、11.4％ほど増加しているということで、こちらのほうは比較的認定度が低い方の対応だと思いますけれど

も、それで報酬も少ないということで、なかなか担い手のほうも大変だというような状況を聞いてますけれど

も、担い手の確保や状況などについてお伺いしたいと思います。 

  それから、予算書の66ページ、67ページの包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費のところですけれど

も、高齢者ほっと支援センター準備業務委託料ということで１か所増設するということで、昨日ありました見

守りぼっくすと同一のところというか、同じところで考えているのかどうか、１か所増設についてどのような

ことになってるのかお伺いします。 

  それから、もう１点、予算書の70ページ、71ページ、生活支援体制整備事業費の生活支援体制整備推進業務

委託料、これ委託になってると思いますけれども、毎年少しずつ増えています。地域の中での支えの仕組みと

いうのをつくっていく上では非常に重要な取組だと思いますが、コロナでなかなか事業も難しいようなことも

聞いていますが、しかしコロナでなかなか外に出られない状況の中で、つながりをつくっていくというのは非

常に重要だと思いますので、令和４年度の取組というか、どのようにされていくのかお伺いします。 

○福祉部副参事（石嶋洋平君） 予算書62ページ、介護予防・生活支援サービス事業費の事業費の伸びでござい

ます。あと、人材確保の点で御質疑でございますが、こちらのほうにつきましては、要支援の方を対象とした

総合事業サービスの給付になります。当初計画で見込んでいた人数よりも、若干伸びてきてるという形、対象

が伸びてるっていうことで市は認識してるところでございます。市といたしましては、今年度に引き続きまし

て、市の認定ヘルパーの養成等事業を引き続き実施してまいりまして、生活家事援助等の人材等を確保してま

いりたいと考えてるところでございます。 

  続きまして、予算書66ページ、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費でございます。こちらはほっと

支援センターの増設の関係でございますが、選定委員会を設けて事業者を選定する際に、ほっと支援センター

及び見守りぼっくすという形で、同一の事業者に実施していただくという形で募集のほうをしたところでござ

いますので、委員のおっしゃるとおり、同一の事業者が実施していく形になります。 

  続きまして、予算書70ページ、生活支援体制整備事業費でございます。生活支援体制整備推進業務委託料に
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つきましては、市内全域を対象とする第１層のコーディネーター、社会福祉協議会のほうに事業のほうを委託

しております。あと、市内を３圏域に分けた第２層のコーディネーター、こちらは各ほっと支援センターの事

業所に委託しているところでございます。 

  それぞれの取組につきましては、確かにコロナ禍というところで、大変なところはあるんですけれども、各

コーディネーターさんが各地域を回りまして、社会資源の把握及び資源のマッチングという業務のほうをやっ

ていただいてるところでございます。あわせて、各コーディネーター、あと市の事務局が月に２回程度、オン

ラインなり顔合わせをして、情報共有等を図ってきているところでございますので、令和４年度につきまして

も、地域に不足する社会資源の開発のための取組等を進めてまいりたいと考えてるところでございます。 

  以上です。 

○委員（森田真一君） ４点お伺いしたいというふうに思います。 

  まず初めに、予算書12ページの介護保険料なんですが、資料を作っていただきました。ありがとうございま

した。コロナ特例の減免申請が令和３年度も継続されていますが、２年度の122人から３年度には39人と減少

しています。その原因と、これを踏まえて４年度の見込みについてお伺いします。 

  ２つ目に、予算書の44ページの保険給付費です。これも資料を頂きましてありがとうございました。境界層

措置の該当者の今後の動向と見通しについて、令和３年度の実績を踏まえて、４年分の見通し、お伺いしたい

というふうに思います。 

  それから、ここでは納付制限の適用数も同時にいただいてるんですけども、これも16人ということで、少な

くない数だなというふうに思いますが、同様に見通しをお伺いしたいというふうに思います。 

  それから３つ目には、予算書の44ページ、施設介護サービス給付費ですが、第８期事業計画以降の特養ホー

ムの施設整備の現在の検討状況についてお伺いします。 

  ４つ目は、予算書は６ページ、参考資料77ページで、歳入歳出の状況、それから参考資料の81ページの積立

基金の状況の中の介護給付費等準備基金について伺いますが、平成28年度から令和２年度までの各年度の介護

給付費等準備基金の積立金の予算額と決算額、この乖離が１億6,000万円から３億円までの間で行き来をして

おります。令和３年度、４年度も同様に億単位での乖離が生じる可能性があるのではないかというふうに考え

られるんですが、介護給付費等準備基金の推移も合わせてみると、やはり第８期の保険料の値上げ、必要なか

ったんではないかということも考えられるわけです。見解を伺いたいと思います。 

  以上です。 

○福祉部参事（伊野宮 崇君） 予算書12ページ、第１号介護保険料の特例減免でございますけれども、特例減

免と申しますのは申請方式でございますので、減少の理由ですけれども、それは正確には把握してございませ

ん。 

  ただ、介護保険料は前年所得によって所得段階区分が決まりまして、その年度の介護保険料が定まりますの

で、令和２年度に特例減免を受けられた方の多くが所得階層区分が下がりまして、介護保険料が下がったとい

うことが推測されます。このため令和３年度の申請数が減少したのではないかと推測しております。 

  それから、令和４年度につきましては、国の財源措置がまだ何も定まっておりませんので、現段階では特例

減免を行うことは想定しておりません。 

  それから、予算書44ページの保険給付費の境界層措置ですが、これは実は予算書57ページの特定入所者介護

サービス費に関わることだと思いますので、このページのこととしてお答えいたしますけれども、平成29年度
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から令和３年度までの５か年の境界層の対象者の推移を見ますと、29年は７人、それから30年は８人、31年は

11人、令和２年度は７人で、令和３年度は２月末日現在ですけれども、11人ということで、増加傾向とも減少

傾向とも言えない、多少の波がありますけれども、10人前後で推移ということでございます。 

  それから、給付制限、これは２年以上滞納いたしまして、時効消滅した方の給付割合を低くする制度でござ

いますが、これにつきましても滞納状況というものが、あまり傾向が見えてこないので、私どもとしては特に

増加、減少傾向というような判断はしていないということでございます。 

  それから、予算書45ページの施設介護サービス給付費ですけれども、特養の整備の検討状況ということでご

ざいますが、こちらにつきましては一般質問でもお答えいたしましたけれども、第８期の介護保険事業計画に

基づきまして、サービス付き高齢者向け住宅など、高齢者の住まいの整備状況等を踏まえつつ、公有地の活用

を基本として、時期や地域を検討しているところということでございます。 

  それから、参考資料の77ページの介護給付費等準備基金積立金でございます。介護保険料の算定は、計画期

間である３年を単位として算定するものでございます。第８期の介護保険料は、令和２年度の下半期におきま

して、令和３年度から５年度までの３か年の給付総額を見積もり、これに基づいて保険料の水準を設定したと

いうことでございます。したがいまして、この時期においては、令和３年度の余剰額を見込むことはできませ

ん。このため余剰額を想定して保険料を設定することはできないというふうに認識しております。 

  以上であります。 

○委員（中間建二君） ２点伺います。 

  69ページの在宅医療・介護連携推進事業費でありますが、地域包括ケアを進める上では欠かすことのできな

い取組として、継続して取り組まれてるかと思いますが、これまでの取組と、令和４年度、特に強化される内

容等がありましたらぜひ伺わせていただきたいと思います。 

  もう１点、71ページの認知症総合支援事業費でありますが、こちらも同様に認知症対策、継続して力を入れ

て取り組んできていただいているかと思いますが、特に令和４年度については、認知症による徘回をされる方

への見守りを強化されるというふうに受け止めておりますが、これらの内容等について伺わせていただきたい

と思います。 

○福祉部副参事（石嶋洋平君） 予算書69ページ、在宅医療・介護連携推進事業の令和３年度の取組及び令和４

年度における取組予定事業についてでございますが、令和３年度、これまでの取組といたしまして、地域包括

ケア推進会議の部会でございます在宅医療・介護連携推進部会を開催し、その中で医療と介護に関する関係機

関、専門職の連携強化を図ってまいりました。 

  そんな中でＩＣＴを活用した連携を補完するものといたしまして、共通の様式となります医療と介護の連携

シートというものを作成整備いたしまして、令和３年10月から運用のほうを開始いたしたところでございます。

各医療機関、居宅の介護支援事業所、薬局、歯科医師会のほうで運用を始めております。 

  令和４年度、今後につきましては、これまでの取組を通して、事業の目的であります関係機関同士の横の連

携、こちらのほうについては一定程度進んできてるとは思いますが、それだけではなくて、今後は在宅医療・

介護に関する市民の皆様への理解を深める取組が必要になってくるというところで、各部会員とも認識してる

ところでございます。そのため、現在準備を進めておりますが、市民向けの在宅療養に関するハンドブック、

こちらのほうの作成をしておりまして、令和４年度中に公開に向けて今現在対応しております。 

  あわせて、令和２年度以降、コロナの関係でちょっと実施が見送られてきております市民向けの講演会につ
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きましても、検討して実施していく方向で考えております。それらを通して、在宅で療養する高齢者が住み慣

れた地域で安心して生活を送れるための事業を推進してまいりたいと考えております。 

  続きまして、予算書71ページ、認知症の総合支援事業費でございます。こちらの令和４年度に実施を予定し

ている新たな取組といたしまして、こちらも認知症対策推進部会のほうでちょっと検討を進めておりましたが、

外出先から帰宅が困難となりました認知症高齢者などを早期に発見いたしまして、帰宅を支援することを活用

するために、二次元コードがついたシールのほうを用いる、事業名称はまだ仮称なんですけれども、認知症高

齢者見守りサービス事業のほうを開始したいと考えてございます。導入経費自体は、事業費内の消耗品の中で

対応する形になりまして、約15万7,000円程度を見込んでおります。そちらのほうを活用することによりまし

て、あと認知症サポーターなどの見守りなど、地域での見守り体制の構築のほうを図ってまいりたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  介護保険事業特別会計予算に対する討論につきまして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４号議案 令和４年度東大和市介護保険事業特別会計予算、本案を原案可決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（荒幡伸一君） 起立多数。 

  よって、本案を原案どおり可決と決します。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 第５号議案 令和４年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算、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。 

  歳入歳出一括して質疑を行います。 

○委員（森田真一君） １点だけ、予算書12ページ、後期高齢者医療保険料ですが、これも先ほどの質疑のとこ

と重なってしまうんですが、コロナ特例の申請減免が令和３年度も継続されておりますが、２年度の40名から

３年度に14人と減少しています。この原因と、これを踏まえて４年度の見込みについてお伺いします。お願い

します。 

○保険年金課長（岩野秀夫君） 予算書12ページ、後期高齢者医療保険料についてであります。新型コロナウイ

ルス感染症の影響によります保険料減免につきましては、収入減少を主な要件としてございます。令和２年の

収入実績と令和３年の収入を比較いたしまして、３割以上、減少ある方を対象としております。減免件数減少

した理由につきましては、この要件に該当する方が減少したためと認識しております。 

  いわゆるコロナ減免の保険料減免につきましては、保険者であります東京都後期高齢者医療広域連合からは、

令和４年度継続の方針は現状では示されておりません。仮に令和４年度におきましても同様の内容で継続され
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た場合には、ここまでの推移を踏まえますと、減免件数としましては、令和３年度と同程度か、もしくはある

いは減少になるのかなというふうには見込んでるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  後期高齢者医療特別会計予算に対する討論につきまして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５号議案 令和４年度東大和市後期高齢者医療特別会計予算、本案を原案可決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（荒幡伸一君） 起立多数。 

  よって、本案を原案どおり可決と決します。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 第６号議案 令和４年度東大和市下水道事業会計予算、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。 

  収入支出一括して質疑を行います。 

○委員（森田真一君） では、４点お伺いします。 

  予算書11から12ページ、他会計補助金になりますが、令和４年度における一般会計補助金からの基準外繰入

れの分の見込額、幾らになるか伺います。 

  次に、予算書の36ページ、下水道使用料なんですが、平成28年度以降の下水道使用料の経費回収率の推移と

令和４年度の見通しについてお伺いします。 

  それから３つ目に、予算書の36ページの下水道使用料ですが、市は下水道管渠の更新に係る費用について、

補助金以外は下水道使用料で賄うとして、さらに値上げも考えられてるということだと思いますが、現在まで

の検討状況と令和４年度以降の見通しをお伺いします。 

  ４つ目に、予算書52ページ、流域下水道費ですが、令和４年度における流域下水道の事業の進捗の見通しに

ついてお伺いします。 

  以上です。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 予算書11、12ページの総括表のところで繰入金の関係でございます。基準外繰入

れにつきましては、令和４年度当初予算書の７ページ、第10条の他会計からの補助金の３億4,974万2,000円で

ございます。 

  次に、予算書36ページ、下水道使用料の関係でございます。 

  まず、１点目の経費回収率、28年度以降ということでございますけれども、平成28年度決算では77.7％、29

年度決算99.9％、30年度決算99.9％、31年度決算は、打切り決算の影響がございますけれども、90.9％、令和

２年度決算につきましては102.5％、令和３年度当初予算になりますけれども、こちらのほうは98.5％と見込

んでございます。令和４年度、今回の当初予算に関しましては105.2％を見込んでいるところでございます。 
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  もう１点、下水道使用料の関係で見直しの関係でございます。下水道使用料につきましては、東大和市第５

次行政改革大綱に基づき、令和３年度の見直しのための検討を行うこととなっておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大の傾向を受けまして、今後の状況が不透明であること等を総合的に判断し、実施を見送る

ことといたしました。令和４年度以降につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら

判断することになるというふうに考えているところでございます。 

  予算書52ページ、流域下水道費の関連で、流域下水道の事業の関係でございますけれども、空堀川上流雨水

幹線整備につきましては、東京都におきまして令和３年度に引き続き実施設計を進めるものと聞いております。

今後も東京都と立川市、武蔵村山市及び東大和市で連携し、浸水被害の軽減に向けて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。 

○委員長（荒幡伸一君） 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（荒幡伸一君） 御異議ないものと認め、質疑を終了いたします。 

  下水道事業会計予算に対する討論につきまして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６号議案 令和４年度東大和市下水道事業会計予算、本案を原案可決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（荒幡伸一君） 起立多数。 

  よって、本案を原案どおり可決と決します。 

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

○委員長（荒幡伸一君） 以上で予算特別委員会に付託されました一般会計、４特別会計及び下水道事業会計予

算の審査は全て終了いたしました。 

  これをもって予算特別委員会を散会いたします。 

午後 ２時３３分 散会 
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