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（午前１０時 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、増永委員

を指名します。 

 先日に引き続き、認定第１号所管分の審

査を行います。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、決算概要に従

って質問いたします。５０ページ、ＬＥＤ

防犯灯等防犯推進事業で防犯灯の新規設

置灯数については３１灯、照度アップにつ

いては８灯と報告書にも書き分けされて

います。防犯カメラ設置事業について、防

犯カメラの新設等はどのくらいあったの

かお聞かせください。そして、それについ

てどこに設置するのか、基準というものが

あればお聞かせください。 

 続きまして、概要の５６ページ、コミュ

ニティセンター事業です。別府のコミュニ

ティセンター、もうすぐオープンとなるわ

けですけれども、平成２７年度、工事をし

ていく中で、やはり地域の住民の皆さんか

ら、さまざまな声が上がっておりました。

そういう中で、その声を取り入れて、市で

方針変更ということもあったかと思うん

ですけれども、１１月１４日の民生常任委

員会で嶋野委員から、ワークショップをし

て協働のまちづくりということで、新しい

取り組みをしたのではないかというお話

もありましたけれども、一番最初の時点で

のワークショップで、いろんな話が出てい

たと思うんです。 

 また、ワークショップだけではなく、地

域の自治会からとか、地域の皆さんからも、

さまざまな声が出ている、そういうことを

最初の段階でしっかりと受けとめていた

だいておけば、その後のさまざまな変更と

いうのも、最初から考えていけたのかなと

思っております。 

 今、連合自治会から要望書が、敷地の活

用や別府公民館、その他いろいろ課題もの

せて出されていると思うんですけれども、

まだ、お答えがないと連合自治会の自治会

長などからもお聞きをしております。今後

の懇談の予定とか、そういうのがあったら

教えていただきたいと思います。 

 それから、使用料に関しては、今まで公

民館を使っていた方々について、当面、減

免措置はもちろんですが、さらに激変緩和

のための措置をとっていただいていると

思いますが、それはどのくらいの期間、さ

れるおつもりなのか、その激変緩和だけで

は足りないというお声も、たしか出ている

と思うんですけど、そういう声についても

お聞きでしたら、教えてください。 

 それから、６２ページです。市民サービ

スコーナー事業、コンビニ交付事業、それ

から、個人番号カード交付事業が出ており

ます。これは、ほかの委員からもいろいろ

ご指摘があったところですけれども、もう

一度、しっかりと把握をしておきたいなと

思いますので、市役所の窓口、それから、

市民サービスコーナーで、コンビニで、そ

れぞれの交付証明書の発行状況、平成２７

年度については、事務報告で出ていると思

うんですが、コンビニ交付は、平成２７年

度は、始まったところだと思いますので、

平成２８年度も教えていただきたいと思

いますので、平成２８年度の４月から各月

ごとに数字を教えてください。 

 それから、続きまして、概要の６２ペー

ジ、窓口業務管理事業、これを富士ゼロッ

クスシステムサービス株式会社に委託を

していると思います。何人で、されている

のか、正規の方、非正規の方、それぞれ教
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えてください。 

 それから、７０ページ、生活困窮者自立

支援事業、これもさまざま委員から質問も

出ていましたけれども、数字としてはケー

スが何件ということでお示しいただいた

んですけれども、私も相談者の方と一緒に

ご相談に上がったことがあります。ひきこ

もり、ニートというような問題も対応して

いただけるということですが、なかなか対

応、難しいなというのが、行ってみて感じ

たことです。１回や２回で、なかなか相談

をしたから進んだということにはならな

いということは、よくわかります。 

 こういう問題について、ケース会議とか、

他課との連携、こういうようなことを、ど

んなふうにされているのか、教えてくださ

い。 

 それから、ひとり暮らし高齢者安全対策

事業、７２ページです。ライフサポーター

の件はご質問がありました。緊急通報装置

をどのくらいの方がご利用なのか、教えて

ください。 

 それから、ふえているのかどうかという

ことも、教えてください。 

 ７２ページの介護予防・ふれあい事業、

街かどデイハウスの補助金が出ています

が、街かどデイハウスの主な活動内容みた

いなことがありましたら、教えてください。 

 続きまして、７４ページ、障害者医療費

助成事業です。障害者の医療費助成は、摂

津市では障害の１級、２級というところだ

と思うんですけれども、障害３級、４級の

方が今、何人ぐらいいらっしゃるのか、医

療費補助を受けられていないと思うんで

すけども、これについて教えてください。 

 それから、大阪府が窓口負担を変更する

ということを今、やろうとしております。

障害者の方や高齢者、それから、摂津市で

はないですけれども、ひとり親や子ども医

療費についても窓口負担の変更というこ

とが言われています。今、１回５００円で、

一月１，０００円ぐらいまでという形で通

院をされておられるのが、窓口で１回５０

０円、そして、薬局に行ったら、また、５

００円、つまり１回１，０００円ぐらいか

かる。月の上限を４，５００円ぐらいまで

引き上げるというようなことが言われて

おります。今、障害者で、この窓口負担に

かかわる方、何人ぐらいいらっしゃるのか、

教えてください。 

 ７６ページ、手帳申請受付・交付事業と

いうことです。申請から交付まで、かなり

時間がかかるというお声を聞いておりま

す。基本、どのくらいかかるのか、なかな

か難しくして、もっと長くなるというケー

スがあるのかどうか、教えてください。 

 それから、８６ページ、生活保護事業、

これは保護費の削減の問題で、一般質問で

も日本共産党の山崎議員からお尋ねをい

たしました。この中で家賃の上限を超える

方々、上限が下がったから超えてしまった

方々の中で、医者に行ったり、学校に通う

など、そういう事情がある場合は、引っ越

さなくてもいいし、その費用というのは上

限を超えていても補助が出るという特別

な措置があると思うんですが、こういう方

は摂津市には今のところ、ないとお答えだ

ったと思いますが、対象者がいないのか、

それとも摂津市が判断をして必要ないと

考えているのか、そういった方々に対して、

そういった方々だけじゃなくても結構で

す、全ての保護を受けてはる方にでも結構

ですけれども、きちんと、そういうことが

あるんですよということを説明をされて

いるのかどうか、この辺、お伺いしたいと

思います。 
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 生活保護の分に関しては、もう一つ、こ

の間、私が相談を受けてきた中で、非常に

緊急な対応というのを迫られるというケ

ースが結構ありました。電気やガスが、も

う明日にもとまってしまうんだというよ

うな、そういうケース、しかも、そこに小

さい子どもがいらっしゃるみたいなケー

スもありました。一つは東淀川区の方でし

て、東淀川区の日本共産党の市会議員をご

紹介したんです。後でお礼の電話がかかっ

てきまして、すぐに貸付金ということで、

幾らか出していただいたので、難を逃れま

したということで、私がお礼を言われたん

ですけど、私がやったんじゃなくて、東淀

川区の議員がしたんですけれども、摂津市

には、そういう緊急な対応ができるような

費用がないと思うんですけれども、これに

ついて、どう考えておられるのか、お話を

伺いたいと思います。 

 摂津市の中では、電気・ガスがとまるで

あるとか、緊急に引っ越して何とかしない

と、小さい乳飲み子が道路に放り出される

というような相談もあったんですけれど

も、私が受けたケースは、たまたまですが、

電気・ガスがとまるような方は、自分の持

っているものを売って、何とかしましたと

いうことで済んだのと、路上に放り出され

るかというような方は市に最初から相談

をずっとかけていましたので、わずか数日

で決定をおろしていただくという迅速な

対応をしていただきまして、本当にありが

たかったと思うんですけれども、しかし、

いつもいつも、そういうふうにうまくいく

とは限りませんので、やはり緊急貸し付け

というようなことが必要ではないかと考

えます。これについて、どう考えるか、お

聞かせください。 

 ９０ページ、感染症予防事業です。高齢

者のインフルエンザ、これは対象者が、ど

のくらいいる中で、受けておられる方が、

割合として、どのくらいなのかということ

をお聞きしたいと思います。 

 それから、肺炎球菌ワクチンについても

教えてください。 

 ９２ページ、訪問指導事業、乳幼児健康

診査事業、件数と全戸回れているのかとい

うこと、そしてまた、その中で子どもの貧

困が非常に問題になっていますけれども、

虐待というようなことについて、疑われる

ケースが、どのくらいあるのかということ

についても教えてください。 

 ９８ページ、ごみ減量啓発事業ですけれ

ども、この間、新しい戸建て住宅が建ちま

して、ごみステーションができております。

自治会に入る、入らないという問題もある

んですけれども、そこのごみステーション

に不法投棄をされているようなことで相

談を受けたケースが何件かありました。 

 市にも一緒に来ていただいて、職員と一

緒に、どういうふうにしていこうという相

談も乗っていただきまして、自治会に入っ

ている方も入っていない方も、みんなで当

番を回そうやないかとか、そういうところ

まで親身になって、いろいろご指導もいた

だいたと思います。ありがたいなと思って

います。 

 今、こういうケースがふえているのかど

うか、そのステーションがあるけれども、

近隣の人が上手にそれを活用できていな

いとか、また、不法投棄が、いろいろある

とかという問題について、教えていただき

たいなと思います。 

 新築の戸建てなんですけれども、何軒か

集まったら、ごみのステーションをつくら

なあかんということが決まっているとは

思うんですが、その建て方によっては、本
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来、１か所ではなくて、２か所ぐらい要る

んじゃないのかと、道路を挟んで背中合わ

せに建っていたら、片一方にあっても、裏

の方々は、そっちへ行くまでかなり大回り

をしないといけないということが起きて

くるという問題も発生をしております。 

 こういう問題に関して、いろいろ決まり

事がある中ですので、何もかも言うとおり

に業者がやるというふうには、なかなかな

らないとは思うんですけれども、いろいろ

ご努力もされていらっしゃると思います

ので、そういう点についてもお聞かせくだ

さい。 

 １０４ページ、１０６ページ、商工会補

助事業、南千里丘分室管理事業です。決算

書になりますけれども、５０ページに産業

振興課の分ですが、建物貸付収入というの

もございます。 

 南千里丘の分室の活用については、ほか

の委員からもご質問が出ていました。週に

１回か２回程度の稼働率だということで、

非常に活用の回数は少ないとご指摘もさ

れていたと思います。この分室の活用状況

については、昨年もお伺いをしまして、き

ちんと摂津市の分室として使うために看

板そのものも揚がっていないのではない

ですかというお話もさせていただいたと

思うんですけれども、摂津市の分室として、

どういうふうに、これを活用しようとして

いらっしゃるのか、以前の説明では、お部

屋を貸すということも、この分室の使い方

としてあるんですというお話も伺ったと

思うんです、私たちは内覧させていただき

ましたけれども、そういうことについて、

どうなっているのか、教えていただきたい

なと思います。 

 それから、１０６ページです。商品券発

行事業、これもほかの委員もご質問になっ

てはりました。おおむねスムーズにいった

というご回答だったと思うんですけれど

も、私の記憶では、最初、募集した数に到

達せずに、再度、募集をして、市役所に取

りに来てもらうという販売の仕方に変え

たんじゃなかったのかなと思うんですけ

れども、この辺の経過を教えてください。 

 それから、１０４ページ、中小企業金融

対策事業です。今の状況について、教えて

ください。 

 それから、１０６ページ、企業立地等促

進事業、これもご質問が出ていました。大

企業に対しての金額と中小企業に対して

の金額、割合、これを分けて教えてほしい

と思います。 

 それから、１５８ページ、総合型クラブ

支援事業、旧味舌スポーツセンター管理委

託事業があります。この内容、教えていた

だきたいと思います。 

 それから、１５８ページに体育施設維持

管理事業があります。味生体育館にトレー

ニングマシンがあるんですけれども、鳥飼

体育館にトレーニングマシンがあったも

のが、もうなくっていると思うんですね。

摂津市内では、ここだけだったと思うんで

すけど、その内容と、それから、それにつ

いて、トレーニングマシンが壊れていると

か、それから、順番待ちでなかなか使えな

いとか。 

 それから、これはトレーニングマシンで

はないですけれども、味生体育館に空調が

ないという、さまざまなお声も伺っていま

す。そういうことについて、どういう対応

をしていらっしゃるのかということにつ

いて、お聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 早川自治振興課長。 
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○早川自治振興課長 増永委員のＬＥＤ

防犯灯等防犯推進事業について、お答えさ

せていただきます。 

 防犯灯につきましては、犯罪防止のため、

自治会長とか市民から要望がございまし

たら、現場を確認していって優先順位をつ

けて設置をしております。 

 平成２７年度新規設置灯数については

３１灯、照度アップについては８灯行って

おります。トータル的に見ますと、最終灯

数は６，４９４灯、これは撤去が今回５１

灯、出ておりますので、若干、前年より減

っておる数字でございます。 

 続きまして、防犯カメラの設置でござい

ますが、平成２５年度から設置を行ってお

りまして、平成２５年度は２０台、平成２

６年度は１０台、平成２７年度は１０台で、

現在４０台の設置となっております。防犯

カメラの設置は街頭犯罪を未然に防止す

ることを図るとともに、犯罪容疑者の特定

につながることもございますが、撮影され

る個人のプライバシーを侵害する恐れも

ございますので、その設置に当たっては、

より適正な管理運用が必要となっており

ます。 

 設置箇所については、犯罪の抑止効果の

向上と個人のプライバシー保護の調和を

図っていくことが必要と考えております。

防犯カメラの設置台数については、限りが

ございますので、庁内の関係各課、摂津警

察と協議を行い、市内全域を網羅すべく現

在、設置を行っているところでございます。

以上です。 

○上村高義委員長 谷内田市民活動支援

課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課にかかわります質問にお答

えいたします。 

 別府のコミュニティセンターに関しま

して、今後、自治会との懇談会等の予定が

あるのかどうかというところですけれど

も、今のところ懇談会としては、予定はご

ざいませんが、各自治会長様と期を見まし

てお話をし、いろいろと意見交換をさせて

いただくということはしてまいりたいと

考えております。以上です。 

○上村高義委員長 川本市民課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課にかか

わりますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、コンビニ交付の今年度の利用の件

数でございますが、平成２８年４月につき

ましては６４件、５月は５７件、６月が７

８件、７月が７６件、８月が９５件、９月

が７７件、１０月が７５件の利用がござい

まして、運用開始の２月から１０月までの

トータルで５７７件の利用がございまし

た。 

 続きまして、窓口委託業務の人員の体制

でございますが、現在、正社員の方が１名、

契約社員の方が５名、パートタイマーの方

が６名で、合計１２名の体制でございます。

以上でございます。 

○上村高義委員長 東澗保健福祉部参事。 

○東澗保健福祉部参事 まず、生活困窮者

自立支援事業で、ひきこもりに関するご質

問にお答えいたします。 

 さきの嶋野委員のご質問でもお答えさ

せていただきましたことですが、この問題

は生活困窮者自立支援事業だけではなく

して、生活保護の相談の中でも見受けられ

る状況がございまして、高齢の親の年金で

生活していて、その親が亡くなって、すぐ

に生活保護につながったというケースも

ございます。 

 そこで生活困窮者自立支援事業におき

ましては、親が生きている間に、できるだ
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け本人の支援をして、社会参加、最終的に

は自立できるような形になっていただく

よう支援に努めているところでございま

す。 

 具体的には、なかなか支援につながらな

い場合につきましても、定期的に連絡をと

って状況の確認等をして、粘り強く対応し

ている状況でございます。 

 他課との連携でございますが、制度が始

まりまして、私どもでは、全体の会議とし

て庁内でネットワーク会議を構築いたし

ております。その中で個別の案件につきま

しては、支援調整会議を開催しておりまし

て、関係する部署に参加していただいて、

業務を進めている状況でございます。 

 次に、住宅扶助の引き下げの件でござい

ますが、これは昨年７月から運用が始まり

まして、増永委員のご指摘のとおり、平成

２７年４月に山崎議員がご質問されて、そ

のとき５１８件が影響するようにお答え

いたしました。そして、さきの一般質問の

中で、再度、山崎議員のご質問で２７２名

の方が引き下げで影響を受けているとご

説明をさせてもらいました。昨年度の制度

が実施された１年間は、旧料金で対応いた

しまして、その間にケースワーカーが転居

の支援や、家賃の引き下げの相談に乗った

りして、対応してきた状況でございます。 

 ただし、現状２７２世帯の方につきまし

ては、現在、影響を受けている状況でござ

います。これらの世帯につきましては、生

活費の中から差額を補てんしている状況

でございますので、従前よりも生活がしん

どい状況になっているのは認識しており

ます。 

 このことにつきましては、今年の第１回

定例会の増永議員の代表質問でもお答え

させてもらっていますが、ケースワーカー

が家庭訪問等で生活状況について、きめ細

かく状況を把握した中で、平成２７年４月

１４日の厚生労働省社会・援護局長通知に

定められています配慮措置や、また、特別

基準の設定につきまして、丁寧に検討する

ようケースワーカーに徹底してまいりま

す。 

 次に、生活保護の開始までの対応につい

てでございますが、生活保護法には、申請

から開始までの期間、一般的には２週間以

内と定めています。これは申請から保護を

開始するまでの間に資産調査や実態調査

を行うための法定期限でございます。委員

がご指摘の全くお金がないとか、２週間待

てないというような場合は、従前より個別

の対象者に、その生活状況を丁寧に把握し

た中で、できるだけ迅速に、２週間と法定

期限が決まっておりますが、極端な話、申

請の翌日には保護が開始できるような対

応もとらせてもらっています。 

 それで貸し付けのご質問でございます

が、現在、生活支援課には貸し付けの制度

はございません。貸し付けは社会福祉協議

会で対応している状況でございます。先ほ

ど申しました迅速に保護を開始すること

で現在、緊急な場合は対応させてもらって

いる状況でございます。以上です。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 高齢介護課にかか

わります２点のご質問について、お答えさ

せていただきます。 

 １点目の緊急通報装置の利用者の方に

関しましては、平成２７年度末で１６９名

の方となっており、前年度比較させていた

だきますと９％減で１７名の減少という

状況になっております。 

 ２点目に、街かどデイハウスの主な活動

の状況ということでございますが、市内に
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は街かどデイハウスは１か所ございまし

て、週４回、年間、平成２７年度でしたら

２０７日の開所となっております。 

 街かどデイハウスは６５歳以上の介護

認定を受けていない方ということでござ

いまして、その方々の介護予防的な活動が

主になっております。 

 時間的には大体１０時から３時ぐらい

までで、健康チェックや健康体操、趣味的

なレクリエーションを挟んで昼食をされ、

その後、また、レクリエーション等をされ

てという状況でございます。 

○上村高義委員長 森川障害福祉課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課にかかわります３点のご質問にお答え

いたします。 

 まず、１点目、身体障害者手帳所持者の

３級、４級の方の人数でございますけれど

も、障害者医療費助成としましては満６４

歳までの方が対象でありまして、その満６

４歳までの方で申しますと３級の方が１

４２人、４級の方が１６９人いらっしゃい

ます。 

 ２点目の障害者医療費の人数に関する

質問でございますけれども、こちらにつき

ましては事務報告書の１８７ページ、こち

らにも記載させていただいておりますけ

れども、平成２７年度の対象者数は平均５

６９名でございます。 

 それから、３点目の手帳申請から交付ま

でに、基本どのぐらいの日数がかかるのか、

もっと長くなるケースはあるのかという

お問いですけれども、手帳の交付に関しま

しては、身体障害者手帳、精神障害者保健

福祉手帳、療育手帳、三つございまして、

それぞれについてやり方が異なっており

ます。 

 まず、身体障害者手帳につきましては、

通常、申請から交付まで二、三週間ほどの

日数がかかります。精神障害者保健福祉手

帳につきましては、大体１か月から１か月

半程度の日数がかかります。療育手帳につ

きましては、大体３か月から５か月程度、

交付までに日数がかかる状況でございま

す。 

 申請書類に不備とか不足等があれば、も

う少し日数がかかるケースもございます。

以上でございます。 

○上村高義委員長 川口保健福祉課参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は２点のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、１点目ですが、高齢者の予防接種

に関しまして、インフルエンザの対象者数

と接種者数及び肺炎球菌の対象者数と接

種者数です。インフルエンザにつきまして

は、対象者数が２万４８５人、接種者数は

９，１９０人、高齢者肺炎球菌の対象者数

は４，３３０人、接種者数は１，８７５人

となっております。 

 ２点目の訪問指導の事業についてです。

こちらの訪問指導の中で妊婦及び乳幼児

を中心とした訪問件数につきましては、実

５３８人に対し、延べ９５６回の訪問の実

績となっております。また、これに合わせ

まして、「こんにちは赤ちゃん訪問」とい

うことで、生後４か月までに赤ちゃんの訪

問を行うという、これは保健師以外に助産

師も協力をしていただいておりますが、こ

れについては別途７１７件の訪問を実施

しております。 

 それと、続きまして、虐待ケースについ

て、どのような件数であったかということ

ですが、なかなか、虐待ケースということ

で、件数を挙げることは難しい点もござい

ます。訪問をしている中で、いろいろ気に
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なる点については継続的な見守りや支援

といった対応をしておりますのと、現在は

妊娠期からの子育て支援ということで、妊

娠中から、そういったリスクが保健師のほ

うで感じる部分もございます。虐待対応の

検討を行う会議に挙げた事例としまして

は、約２０件ほどあったように思います。 

 内容については、詳細が手元にございま

せんので、お答えできない状況です。よろ

しくお願いします。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、私から環境

業務課にかかわります２点のご質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目に、ごみ集積施設への不法

投棄や管理の状況ということでございま

す。不法投棄に関しましては、残念ながら

年間、数件のご相談がございます。 

 内容につきましては、地域でのごみステ

ーション及び集合住宅でのごみ集積施設

に分別収集日以外のごみが捨てられ、燃や

せるごみの日に大型の不燃ごみが出てい

たり、全然収集日ではないのに、ごみが出

ているようなことで、ご相談があったとき

に、私ども地域を担当している職員がおり

ますので、そのものが、まず、現物を確認

し、その中で不法投棄されているもの、例

えば、袋ものであれば、袋を開けて不法投

棄をしたものを特定できるようなものが

ないか、中身を全部、確認します。 

 特定できるものがあった場合は、直接、

その家や事業所に指導に行き、特定できる

ものがない場合は、一旦、その周辺の住居

に啓発のチラシ等をまかせていただいて

対策を講じているというのがございます。 

 次にごみステーションの管理状況でご

ざいますが、基本的には使われている自治

会で管理をしていただいております。地域

によっては自治会に加入されていない方

も、そのごみステーションを使われている

場合もございます。その場合にもごみ集積

施設を利用されている方で管理をしても

らっているというケースがございます。 

 ２点目に住宅開発に伴うごみ集積施設

の設置についてでございますが、これにつ

きましては、摂津市開発協議基準に基づい

て、ごみ集積施設が設置されています。 

 その開発の規模によりまして、ごみ集積

施設の設置数というのが定められており

ます。具体的には一戸建ての住宅であれば、

４戸以上１０戸以下であれば２平米以上

の集積場が要ると。１１戸から１５戸以下

では３平米以上の集積場が要る。１６戸以

上になると１か所、ないし２か所ふやして

いくという形でございます。一応、開発の

協議に当たるときには、そのあたりも含め

て地域の事情等を考慮しながら開発業者

と協議を行っております。ただ、基準がご

ざいますので、その基準内での協議となる

んですが、私どもできるだけ地域の事情等

も考慮した中で業者と協議を進めるよう

に努めておりますので、ご理解いただきた

いと思います。以上です。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、私から

産業振興課にかかわりますご質問にご答

弁させていただきます。 

 まず、１点目、南千里丘の分室の一般貸

し出し等についてでございますけれども、

一昨日も森西委員から利用回数が少ない

というご指摘もいただいております。実際

に年間で６０回、今年度につきましても７

０回から８０回の予定ということになっ

ておりますので、数字的に少ないというこ

とは否定できません。 

 一般貸し出しについてでございますけ
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れども、産業支援部分につきましては、市

が産業振興を目的とした事業に使用する

ほか、地域産業の振興のために活動を行う

団体にも使用いただけるようにはなって

おります。 

 しかし、支援ルームを管理する常駐の職

員を配置していないことでありますとか、

建物そのものの運営管理上に問題があり、

結果として市主催の事業、また、商工会主

催の事業等に使用するに留まっているの

が現状でございます。 

 地域産業の振興のために活動する団体

へも貸し出しできるよう、体制づくりも含

めて、今後、早急に検討していかなければ

ならないとは考えております。 

 また、一般貸し出しの中で、レンタルオ

フィスといいますか、創業、起業を目指し

ている方が事前準備や事前経験を積むた

めのインキュベーション施設的な活用に

つきましても、南千里丘の別館において創

業支援の一環として、できるかどうかとい

うのを今後、検討していきたいとは考えて

おります。 

 続きまして、２点目の商品券の件ですけ

れども、商品券の当日一般販売に至った経

過ということでございますが、これまで行

ってきました商品券発行事業の反省をも

とに、応募用紙等で事前予約する方法に変

更させていただきました。 

 当初は事前予約で完売するものと見て

おったんですけれども、結果として１万５，

０００冊のうち１，１５８冊が残りまして、

市役所での先着販売を行ったものでござ

います。 

 予約販売に関しましては、販売通知用の

リーフリットを全戸配布するなど、周知を

図っておりまして、希望された方には一定、

ご購入いただけたものと理解しておりま

す。 

 売れ残り分の当日販売においては、並ん

で買えなかった方という方もおられます

けれども、予約販売もあわせまして希望者

には買い求めていただけたものと理解し

ております。 

 続きまして、金融対策の分でございます

が、金融対策の今の融資状況ということで

ございます。過去の結果から申し上げます

と、過去５年間の融資の実績ですけれども、

平成２３年度が１９件、５，４６０万円、

平成２４年度が３７件で１億１，９００万

円、平成２５年度が２５件の６，９２５万

円、平成２６年度は２４件、９，５００万

円、そして、昨年、平成２７年度につきま

しては２０件の９，０１８万円の融資を行

っております。 

 そして、ことし４月から融資枠の上限を

引き上げるなど、一定、拡充を行いました。

その結果、今、申し上げましたように平成

２７年度、２０件で９，０１８万円でござ

いましたけれども、今年度につきましては、

１０月末現在で１８件、実行金額が９，５

７１万円となっておりまして、審査待ちを

含めますと２７件の申し込みが来ている

状況でございます。 

 続きまして、企業立地等促進事業の件で

ございます。企業立地の大企業、中小企業

別の金額割合ということでございますけ

れども、平成２７年度につきましては２０

社、３１件に対し、総額８，２５１万８，

７７４円を奨励金として交付しておりま

す。 

 規模別でいいますと、２０社のうち、私

どもが各種事業の対象としております中

小企業基本法で位置づけられています中

小企業が１２社、１，４０８万８，２８３

円、その他、大企業が８社６，８４３万４
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９１円、交付金額の割合でいいますと、中

小企業が１７．１％、大企業が８２．９％

となっております。 

○上村高義委員長 谷内田市民活動支援

課長。 

○谷内田市民活動支援課長 市民活動支

援課の答弁の中で、別府コミュニティセン

ターの件で１件答弁が漏れておりました。 

 使用料に関することということでござ

いますけれども、使用料につきましては、

別府公民館の登録クラブにつきましては、

公民館からコミセンへ移行するに当たり

まして、使用料が大幅に改定になるという

ことがございましたので、一応、経過措置

を設けまして、段階的に使用料を上げてい

くという形で考えております。 

 これにつきましては、平成２８年２月１

６日に登録クラブ向けの説明会を開催さ

せていただきまして、その時点では経過措

置を設けるという説明をさせていただき

ました。 

 その後、本年度に入りまして、７月３日、

７月８日の説明会において、平成３２年度

までの経過措置の期間を設けて段階的に

使用料を上げていくというところを説明

させていただいたところです。 

 この使用料につきましては、おおむねご

理解いただけたと考えております。以上で

す。 

○上村高義委員長 妹尾文化スポーツ課

長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、増永

委員の文化スポーツ課にかかわります２

点のご質問について、お答えいたします。 

 まず、総合型クラブ支援事業で、旧味舌

スポーツセンター管理委託料に関してで

すけれども、その施設の管理委託料の内容

というお問いであったかと思います。 

 旧味舌スポーツセンターの体育室及び

グラウンドに係る管理運営業務としまし

て、そちらでの、市民を対象にした文化・

スポーツ・健康福祉活動等に関する事業の

管理運営の実施、そちらの利用に関する予

約受け付け、調整、確認等の事務、施設の

維持管理事務、また、旧味舌小学校の一部

校舎の施設の開錠や施錠といったような

ことが主な管理委託内容でございます。 

 次に、味生体育館のトレーニングルーム

の件でございますが、味生体育館のトレー

ニングルームに関しましては、トレーニン

グ機器の安全管理運営上、トレーナーの指

導ということで、委託を行っておりまして、

そちらの在館時の利用、もしくは、トレー

ニング教室というのを行っておりまして、

そちらで受講された方につきましては、受

講証を発行いたします。 

 その受講証を持っている方につきまし

ては、トレーナーがいない時間でもご使用

いただくことができます。 

 受講者証を持っておられない方の場合

は、そのトレーナーの指導の時間、これは

１週間のうち決まっておる時間の利用で、

現状、１コマ３時間で６コマの契約となっ

ております。 

 しかし、ご指摘がありましたように、マ

シンの待ち時間があるというお話でした

が、やはりトレーナーのいる時間について

来館される方は、多数いらっしゃるという

ことで、近年の、大幅な増加に対し、そう

したコマ数では足りなくなってきている

のかなとは感じておりまして、今後、対応

策としまして、トレーナーの在館時間をふ

やしていけたらと考えております。 

 また、トレーニング機器が壊れていると

いうお話があるということでございまし

た。 



- 13 - 

 

 壊れているものに関しましては、当然、

修繕をさせていただいております。また、

経年劣化により使用が不可となるものに

関しましては、順次、更新ができるような

形でやっていく方向では考えております。 

 次に、空調に関してのご質問があったと

思います。味生体育館の空調の設置状況で

ございますが、第１体育室のアリーナ以外

は、トレーニングルーム、第２体育室、集

会室、廊下も含めまして、空調機は設置さ

れております。 

 ただ、第１体育室アリーナの部分につき

ましては空調機がないということで、熱中

症対策などにつきましては、大型の送風機

を３階部分から、空気を送って現状、空気

循環という形で行っております。休憩のと

きには、空調のきいている廊下で休んでい

ただいてるという対応をしております。 

 ただ、今後、現実問題として、第１体育

室のアリーナに空調機を設置ということ

は、なかなか工法的にも難しいということ

があるかと思いますので、換気扇を第１体

育室の上部に設置する方法などで空気を

入れ換えることで、何とか対応できないか

考えておるところでございます。以上でご

ざいます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、ＬＥＤ防犯灯、防犯カメラの問題

ですけれども、市民からの要望で順次やっ

ているというお答えでした。 

 それから、防犯カメラはプライバシーの

問題もあるのでというお答えでした。 

 確かに防犯カメラに関しては、プライバ

シーの問題もありますので、どこもかしこ

もつけてほしいということではないんで

すけれども、やはり市民の皆さんの声もよ

く聞いていただいて、そういう配慮もしな

がらですが、必要なところにはつけていた

だきたいなと思っております。 

 一津屋３丁目三島浄水場横の道路があ

るんですけれども、非常に曲がりくねった

道もあったり、見通しが悪くて、横は両方

とも高い壁になっていて、何か起きても、

人が襲われたりしてもわからないという

状況があるということで、過去には痴漢被

害もあったというような話があって、ご近

所の皆さんからもっと明るく、また防犯カ

メラの設置をという声も上がっておりま

す。 

 ぜひ、ご検討いただきたいと思います。

要望にしておきます。 

 別府のコミュニティセンターについて

です。地域の皆さんと、しっかり懇談をし

ていただきたいと思います。 

 自治会長はもちろんですけど、自治会長

以外にも、やはりお声をしっかりと受けと

めてもらいたいなと思っています。 

 使用料に関しても、今、皆さん、おおむ

ね納得していただいたと思うというお話

でしたけども、私は、やっぱり高過ぎると

いう声もお聞きをしてるんです。しっかり

と、もうこれだけしかあかんのやとか、い

つまでしかあかんのやとかいうことでは

なくて、今までの金額よりも下げろという

話では、きっとないと思いますのでね。そ

の辺はしっかりと対応を柔軟にしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願い

します。要望にしておきます。 

 それから、市民サービスコーナーです。

先ほどのお話は、コンビニの分は言ってい

ただいたと思うんですけれども、対比して

考えたいと思いますので、同じく平成２８

年度、市民サービスコーナーでどれだけか。

それから、窓口でどれだけかということに
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ついても教えていただきたいと思います

ので、再度、お尋ねします。 

 それから、窓口の業務管理、正規の方は

１名だけ、非正規の方が５名でパートが６

名ということですね。これはスタートして

から、どれだけ、中の人が入れかわってい

るのかというのは、把握していらっしゃい

ますか。 

 労働条件の問題について、やはり市がき

ちっとつかんでおくということは、最初の

段階の契約の中でも、法令遵守であるとか、

そういう部分も持っていると思うんです

ね。 

 今、富士ゼロックスシステムサービス株

式会社も、くるみんマークというのは取得

されているんですけれども、電通で非常な

過労死問題で何度もニュースにもなった

りもしておりますけれども、この電通で働

いていた若い女性が過労死で亡くなった

ということですね。この電通にも、くるみ

んマークが取得をされてたんですけれど

も、労働時間もきちんと短縮できたりとか、

産休や育休も取りやすかったり、非常に働

く人にとって優しい会社ですよというの

が、このくるみんマーク取得の条件だと思

うんですけれども、こういうマークをとっ

ていながら、やはり中は、そうではなかっ

たというのが電通の問題だったと思うん

です。 

 富士ゼロックスシステムサービス株式

会社に関しても、今、ネットでブラック企

業で検索すれば、名前が挙がってきます。 

 きちんとこの中身、しっかりと調べてい

ただいて、そういう働いている方が、どう

いう状況になっているのかということも、

委託をしている限り、摂津市にも責任があ

ると思いますので、その辺について、把握

されているのかどうか、教えていただきた

いと思います。 

 それから、生活困窮者の自立支援の分で

す。府内でネットワーク会議や支援調整会

議などを行っているということでした。 

 いろんな内容の分が本当に多いと思う

んです。先ほど課長がおっしゃっていたよ

うなケースもありますし、また、その相談

の背景に実は虐待があったりだとか、ＤＶ

があったりだとか、いろんなこともあると

思うんですね。 

 担当者の方だけでは、なかなかやはり対

応が難しかったりとか、専門知識が要った

りとかいうこともあると思いますので、ぜ

ひ一つ一つ丁寧に集団的な目で支えてい

ってもらいたいなと思いますので、これは

要望としておきます。よろしくお願いしま

す。 

 緊急通報装置の問題です。１７名の減と

いうことでした。高齢者の方はふえてはる

と思いますし、ひとり暮らしでいろいろと

ご不安だと、ひとり暮らしじゃなくても不

安だと思うんですけれども、この緊急通報

装置を活用したいという方の潜在的な要

望は強くあると思うんですが、この１７名

減ということについて、どうお感じなのか、

教えてください。 

 それから、街かどデイハウスです。１か

所だけということで、集会所の廃止ととも

に、新たな形でデイハウスましたが活用さ

れると思います。 

 今までどおりの形でいくのか、集会所的

なものがひっつくという格好になるんだ

と思うんですけれども、今まで集会所は、

そこの集会所の管理をされている自治会

の方はもちろんですが、そうではない一般

の方なども活用されてたと思うんですけ

れども、そういうことについては、これか

らもやっていけるのか、このデイハウスの
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管理について教えてください。 

 障害者医療の問題です。３級１４２人、

４級１６９人ということでした。他府県か

ら摂津市に移って来られた方がありまし

て、３級の障害者の手帳をお持ちやったん

です。引っ越される前のところでは、３級

の方にも医療費の補助がちゃんと出てた

んですが、摂津市に来て、それがないとい

うことで、非常に病院にかかるのに費用が

かさむということで、本当に困るというよ

うなお話をお聞きしました。 

 やはり、今、そういう障害のある方につ

いて、摂津市は３級、４級だとしおりをい

ただいてもね、使えるものが本当に少ない

と思うんです。きちんと医療を受けられる

ような、そういう体制をとれないのか、見

解をお聞かせください。 

 それから、大阪府の窓口負担ですけれど

も、医療費の補助があっても、そういうふ

うに大阪府が補助金をカットするという

んですかね、窓口負担をふやすということ

になりますと、この５６９名、障害者の方

が影響を受けるということになります。 

 本当に医療を受ける権利を阻まれる大

変なことだと思うのですが、摂津市は、そ

れについての対応をお考えでしょうか。お

聞かせください。 

 手帳の交付数、身体、精神、療育、それ

ぞれ申請から交付までの期間がかかり、長

さが違うということでした。 

 私が、ご相談を受けた方は、身体障害者

手帳を申請された方だったんですけれど

も、大体２～３週間ということですが、１

か月以上待たされているというお話やっ

たんです。不備があったわけではなく、大

阪府へ一度、審査をとらないといけない内

容の方だったそうです。 

 ところが、それについて、きちんとした

説明が、恐らくなされてなかったんだと思

うんですね。少なくともご本人は、そのこ

とがわからなくて、ずっとほったらかしに

されてるんではないかという不安を持っ

てご相談に見えました。 

 そういうケースが、恐らくあると思うん

ですけれども、対応についてお伺いします。 

 生活保護費の削減の問題です。ケースワ

ーカーが、そういう特別な事情があるのか

どうかということについて、きめ細かく状

況を把握するというお答えでした。これは

ご本人への説明をしているのですか、それ

とも本人には説明せずに、ケースワーカー

が状況を把握して、それを行うんでしょう

か。両方してほしいと思うんです。 

 ご本人に説明するというのが、まず原則

だと思うんですけれども、ご本人が自分の

状態とか、そういうことについて、きちん

と、そういう申請が必要だとなかなか認識

できないという場合もあると思うので、ケ

ースワーカーの方が申請してはらへんけ

ど、あの人はこうじゃないだろうかと言う

ていただくような場合というのは、あると

思うので、それは両方必要だと思うんです

が、でもご本人の権利ですから、まずご本

人にそういう説明をされるということを、

きちんとやっておられるのかどうか、これ

もう一度お聞きしたいと思います。学校に

通うとか、それから、医者に行くとか、そ

ういうことが理由で引っ越しをするのに

ついて配慮できるという中身ですのでね、

私が考えれば、結構たくさんの人が当ては

まるんじゃないかと思うんです。 

 あとほかに、ご近所との関係が良好にな

っていて、違うところへ移ると関係が悪く

なったりする可能性もあるので、引っ越し

をしないでも認めるとか、何か割といろん

な人に当てはまりそうな内容が書いてあ
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るものだと、私は思ったんですが、一人も

それが適用されてないというのが、非常に

不思議なんですが、この辺について、もう

一度、説明お願いしたいと思います。 

 それから、緊急貸し付けの件です。摂津

市にはないということで、社会福祉協議会、

大阪府のほうでということでした。私が相

談に行ったときも、そこへ１回、電話をか

けてくれたりもしたんです。でも、いつも

なら一時的な現物支給用のお米を置いて

いるんですが、その時は、お米が切れてる

みたいなお話があったりとか、なかなか、

そこでの対応というのも難しいのかなと

思っています。 

 摂津市が２週間以内の開始ということ

ですから、これは法的にも、何も問題ない

わけですからね、迅速な対応をしてくださ

っているというのは、非常に評価をしてお

ります。それはぜひ、これからも続けてほ

しいんですけど、それだけでは対応しきれ

ないというケースも出てくる可能性があ

りますので、誰でも彼でも翌日開始という

わけにはなかなかいかない場合もきっと

あると思います。まずは貸付金ということ

を、ぜひ考えていただきたいなと思います。

こちらの緊急貸し付けの件については、要

望にしておきます。 

 高齢者のインフルエンザ、肺炎球菌ワク

チン、非常にたくさんの方が対象になって

はる、高齢者のインフルエンザは、もっと

もっと気軽に受けていただけるようにな

っていただきたいなと思うんですけれど

も、別府のほうではね、隣の市というのが

大阪市だったりするんですね。大阪市だと

１回、４，０００円、５，０００円ぐらい

の金額ですかね。実費を医療機関に払って、

また、摂津市に来て払い戻してもらうみた

いなことで、せっかく補助があって、金額

が低く受けられるんだけれども、一旦そこ

で払わないといけない。また市役所まで来

ないといけない。これが非常に大変だとい

うことで、ここの改善について、なかなか

大阪市との協議、難しいと思うんですけれ

ども、ぜひお願いしておきます。要望とし

ます。 

 それから、肺炎球菌ワクチンに関しても、

５歳刻みということで、国が一生に１回補

助みたいなことに切りかわっていると思

います。その一生に１回受けたら、ずっと

一生、それで肺炎球菌ワクチン受けんでえ

えのかというと、やっぱり切れてくるわけ

ですよね。追加が必要なわけですよね。 

 だから、１回だけ補助を出したから、こ

れで大丈夫ということではないので、ぜひ、

そういう５歳刻みで公費助成を受けれる

ように摂津市としても、何か対策を考えて

いただけたらなと思いますので、これも要

望としておきます。 

 それから、訪問指導事業、乳幼児の健康

審査事業ということで、虐待件数を挙げる

というのは、なかなか難しいとおっしゃら

れるのは、そのとおりだと思います。 

 いろいろとご苦労もされて、妊娠時から、

そういうケースもつかむようにというこ

とで、頑張っておられるということについ

てよくわかります。 

 本当に、いろいろと深い背景を感じて、

１回だけで面接して、はい、終わりという

ことではなくて、その後ろにあるものをつ

かんでもらえるということが、こういう子

どもの貧困であるとか、虐待であるとかと

いう問題は大事やと思うんですけれども、

なかなかそういうふうにはいかないケー

スも多いとは思うんですけれども、どのく

らいの件数を職員の方は抱えておられる

のか、この訪問件数、一人当たり何人いら
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っしゃって、その辺をお聞かせください。 

 ごみの問題です。今、不法投棄されたも

のの内容物まで開けて、どこが出したのか

ということを判断をして、そういうところ

がわかれば、不法投棄しないようにという

指導をなされるというお話でした。 

 私が相談したケースでも、そのご近所の

新築に入られた方、集っていただいて、自

治会長も一緒に来てくれはったんですけ

れども、自治会に入ってる方も入ってない

方も、一緒に、こういうふうにしていこう

じゃないかというお話し合いもしっかり

対応していただきました。 

 やっぱりこういうことというのは、民間

の業者では、なかなかできないことだと思

うんです。本当に市の職員であってこそで

きる仕事の中身だと思いますので、職員を

しっかりふやしていただいて、そういうま

ちづくりにも対応していただけるように、

ぜひよろしくお願いします。要望としてお

きます。 

 南千里丘分室の問題です。一般貸し出し

ということもあるんだけれども、管理する

人がいないので、なかなか難しいんだとい

うお話でした。 

 しかし、これは高いお金をかけて、あそ

この南千里丘分室というのをつくったわ

けです。今も、この管理事業として毎年、

６９３万３，９２２円かけてるわけですよ

ね。商工会に貸してはるんで、建物の貸付

収入として年間、１００万２，５３８円で

すか、駐車場も全部ついて。共益費も、こ

の中に入っているんですかね。これは別で

すか。共益費お幾らなのかなと思います。

すごく安い共益費やったかなと思うんで

すけれども、要するに、かなりの赤字を出

しながら、このお部屋を持ってはるわけで

すよ。 

 商工会からの家賃で、この管理事業の部

分を賄えないわけですよね。管理事業費が

ずっと高くかかっているわけですよね。 

 この間の嶋野委員の質問で、マラソンの

ね、子どもが参加されるのに、機械をつけ

るから、その費用は必要だから、参加費を

どうしても取らざるを得ないんだという

ね、お話がありました。受益者負担である

とか、費用対効果であるとかいうようなお

言葉が出てたと思いますけれども、そうい

う視点から市が考えはるんであれば、これ

どうなんですかね。 

 毎年、毎年これからも、稼働率も非常に

低く、この管理事業費かかっていくわけで

す。 

 別に家賃収入が、そんなに上がるわけで

もないと、これをどう活用していくのか、

あれだけのお金をかけてつくったものを、

管理人がいないからって、それは最初から

わかってたことだと思うんです。何も今に

なって管理人がいないということは、初め

て気がついたわけではないですよね。これ

を計画するときに、どんなつもりで、本当

に、これをやろうとしてはったのか、もう

一度、ここについてきちんとお尋ねをした

いと思います。 

 それから、商品券発行事業です。事前予

約では完売しなかったと、そうだったと私

も思います。 

 残った分がありました。市役所で販売を

しました。それには行列ができました。一

人につき２冊までという内容で、発行をさ

れたんだと思うんですね。この残った分を、

市役所で並んで買った方というのは、その

２冊を持っていない方々だったんでしょ

うかね。 

 それと並んで買ったときには、２冊以上

ということはなかったんでしょうか。そこ
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をつかんではるのかどうか、お聞きしたい

と思います。 

 消費喚起の効果というのは、一体どのく

らいあったのか。また、波及効果、こうい

ったものがあったのか、そこについても、

どうお考えかお聞きいたします。 

 融資の問題です。これは、今まで大体同

じような件数で貸し出しが続いていたけ

れども、平成２８年度になって融資枠を広

げていただいて、これがふえ始めているよ

という中身だと思います。これについては、

本当に大きく評価をしています。 

 大阪府の融資制度が非常に借りにくく

なった。橋下知事になったときに、改悪を

されたわけですけれども、そういう中で摂

津市が、やはり中小企業のための融資枠を

広げはったということについては、大きく

評価しておりますので、ぜひＰＲをして、

たくさんの方に利用していただけるよう

にしていただきたいと思います。これは要

望にしておきます。 

 それから、企業立地等促進事業の分です

けれども、大企業交付のお金が８２．９％、

この平成２７年度は、商工振興費は全体で

約４億円あったと思うんです。そのうち融

資の預託金、これは使うものではありませ

んので１億円、これを省きますと、残り約

３億円、そのうち商品券、これは国の財源

も入っておりますけど、約２億円。残り１

億円が大体、この企業立地等促進事業なん

ですよ。あとの事業はいろいろありますけ

ど、数万円とか、数百万円という事業にな

ります。その企業立地等促進事業の中の８

０％が大企業に行っているわけですね。 

 先ほど、商品券のお話もありましたけれ

ども、先日の委員会で、この商品券も小さ

い店舗は、９０％申し込んでくれたけど、

商品券が、そこに渡ったのが１０％とおっ

しゃいましたかね。ほとんど大型店とか、

大きいところに行っちゃったよというお

話ですよね。これで本当にいいんですか。 

 摂津市は、中小企業のまちである。何度

も市長はおっしゃっております。本当にそ

うだと思います。第四次摂津市総合計画と

いうのが出されていますね。この中で商工

業が発展するまちにしますというのが出

てくるんですけれども、事業所総数、これ

が平成１９年度の実績値で４，８８６事業

所だったものが、どんどん減っていって、

平成２１年度では４，００８事業所になっ

てるんです。この平成３２年度までの目標

値として、これを４，１００まで回復させ

るというふうにされているんだと思うん

ですけれども、こんなふうにどんどん減っ

ていっているのは、大企業じゃないですよ

ね。多くは中小零細企業が、もうやってい

けなくて、お店を閉じる。家族でほそぼそ

とやっていたのを閉じてしまう。そういう

状況になっているんだと思います。 

 本当に摂津市が産業振興をやろう、この

中小企業のまち、摂津市の産業振興を頑張

っていこうと思うんならば、どこへ力を入

れなあかんのかというのは、明らかではな

いでしょうか。 

 大規模や大店舗にどんどんと摂津市の、

税金を使った事業を大盤振る舞いして、中

小企業や零細企業が、どうやって生き延び

るか、そのための施策どこにあるんですか。 

 創業セミナーとか、マッチングであると

か、言われますけれども、非常に規模も少

ないですし、実際に活用している数も少な

いです。創業はやりはるけれども、今現在

やっているとこが、どうやって営業を続け

ていくか、そのための対策というのが、ど

こに打ち出されているのか。企業立地促進

にしても、中小企業も使える、そういう制
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度なんですとおっしゃっておられます。 

 しかし、実態は、ほとんどの交付金は、

８０％の交付金は大企業に行っているわ

けですよね。８社で分けてはるわけですよ。

こういう産業振興策で本当にいいんでし

ょうか。 

 中小企業に対しての施策を行わなくて

いいんでしょうか。そこについて、ぜひお

聞かせいただきたいと思います。 

 総合型クラブ支援事業、味舌スポーツセ

ンターです。いろいろと管理をされてはる

と思います。これに関しても、別府のコミ

ュニティセンターと同じで、地域の方がス

ポーツ関係だけではなく、さまざまに使っ

てきたし、思い入れも持って今も、その活

用を一緒に考えたいと願っておられます。 

 ぜひ、そういう皆さんの声をしっかりと

聞いて、これから新しい構想を立てていく

ところだとは思うんですけれども、二転三

転するということを防ぐためには、まず地

元の人の声をしっかりと聞いて、その中身

を、市が考えていることを説明に行くだけ

ではなく、取り入れて、計画段階からきち

んと一緒にやっていくということが必要

だと思いますので、要望にしておきます。 

 味生体育館の件です。たくさんの方が使

用したいということは、喜ばしいことだと

思います。いろいろご要望も出てますので、

総合体育館が、そのうちできるんだみたい

なことじゃなく、やはり地域にある、気軽

に使える、そういう体育館の充実というこ

とも、ぜひ、図っていただきたいと思いま

すので、これも要望としておきます。 

 ２回目、以上で終わります。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 川本市民課長。 

○川本市民課長 それでは、コンビニ交付

サービスとの対比としまして、市民サービ

スコーナーの今年度の状況と、本庁窓口の

状況でございますが、まず、市民サービス

コーナーの本年度の状況でございます。平

成２８年度、４月が市民サービスコーナー

全５か所で１，８１１件の取り扱い、５月

が１，８８４件の取り扱いでございます。

６月が２，１３８件、７月が１，８４２件、

８月が１，９４２件、９月が１，９５２件、

１０月が１，７９５件でございます。大体、

平成２７年度と同じか若干減っている状

況でございます。 

 本庁窓口につきましては、申しわけござ

いませんが、この場で今年度の数字は、持

ち合わせていないんですけれども、ほぼ昨

年と同数と思われ、月４，０００件から５，

０００件というところだと思います。 

 続きまして、窓口業務委託の人員の入れ

かわりを把握しているのかということで

ございますけれども、先ほどの正社員の１

名につきましては、責任者ということでご

ざいますので、これにつきましては、会社

内の人事異動、転勤がございますので、今

の方で４人目でございます。大体、１年か

１年弱での交代となっております。 

 契約社員につきましては、先ほど言った

５名のうち４名につきましては、委託当初

からいるメンバーでございまして、途中か

ら１名追加となったところでございます。

パートタイマーにつきましては、詳しくは

把握していないんですけれど、見ている限

り、余り入れかわりはないとは認識してお

ります。 

 次に、労働条件を把握しているのかとい

うことでございますけれども、我々と従業

員とは雇用関係にはございませんので、詳

しく従業員の労働条件までは、把握してお

りませんけれども、委託契約等の中で労働

基準法、労働安全衛生法ほか、労働関係法
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規の遵守をうたっておりますので、会社で

きっちりと、その辺は適切にやっていただ

いているものと思っておりますし、我々、

週１回金曜日、会社と毎週打ち合わせをし

ております。その中でも、きっちりと労働

者保護の観点から、その辺の労働者の負担

軽減等々、要望はしてまいりたいと思って

おります。以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、高齢介護

課にかかわります２点のご質問について、

お答えさせていただきます。 

 １点目といたしまして、緊急通報装置の

減少について、どのように考えているのか

ということですけれども、緊急通報装置に

ついては、ＮＴＴのアナログ回線で、現在

させていただいておりまして、電話の回線

等が、デジタル回線のところが多いという

状況とかもあって、減少する傾向になって

おるんではないのかなと思っております。 

 デジタル回線の場合は、課題がございま

して、電話会社のメンテナンスや停電の際

には利用ができなかったりするという課

題がございます。 

 また、電話会社によっては、緊急通報装

置の利用ができないような電話会社もご

ざいまして、そういう一定課題がある中で、

ＮＴＴのアナログ回線でさせていただい

ておる状況なんですけれども、やはり今後、

場合によっては、デジタル回線に関しても、

一定承諾書等をとらせていただいて進め

ていく方法も検討していくべきではない

のかと、私自身は考えておる状況でござい

ます。 

 ２点目といたしまして、街かどデイハウ

スのご質問に関しまして、街かどデイハウ

ス、高齢介護課が所管する部分でさせてい

ただいている分でございます。千里丘東２

丁目の千里丘協立診療所のボランティア

グループにしていただいておる事業でご

ざいまして、主に市が補助して、府の地域

福祉・子育て支援交付金の事業を受けてい

る事業になっております。 

 ２回目のご質問の中にありました、デイ

ハウスましたの場合は、所管は保健福祉課

になりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○上村高義委員長 丹羽保健福祉課長。 

○丹羽保健福祉課長 デイハウスました

の関係につきましては、保健福祉課の所管

になりますので、私からお答えさせていた

だきたいと思います。 

 お問いにつきましては、集会所を廃止し

てということで、利用のできない方という

か、デイハウスとしては、なかなかご利用

しにくい団体もあるということのお問い

と思います。 

 デイハウスの利用については、ここで申

してますように、基本的には、既存の建物

と第１集会所を今回、閉鎖して、新しく十

三高槻線の上部に、デイハウスましたを新

たにつくらせていただくということで、計

画を進めてまいりました。 

 当然、集会所の利用につきましても既存、

もう既に利用されておりまして、利用状況

等も所管課と調整させていただいて、大半

が自治会の方、あと老人クラブ等々、カラ

オケ等でご利用いただいている形になっ

てございまして、この部分でございました

ら、デイハウスましたの運用規定、地域福

祉活動拠点の運用規定で、十分に対応でき

ると判断しておりまして、今の利用形態を

デイハウスました、地域福祉活動拠点の利

用形態でいくということで、地元は一定、

ご理解をいただいていると考えておりま

す。 
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 また、福祉活動拠点につきましては、ご

存じのように市内に４か所ございまして、

一定、同じ運営形態で利用の対象者につい

ては運用させていただいているところで

ございます。ですから、このデイハウスま

しただけではなくて、市内の地域福祉活動

拠点の運用状況も加味した上で検討して

いく必要がありますので、現状では、この

ままいきたいと考えておりますのと、あと

内部の協議をするときに、市民の方が、ご

利用していただける施設が、どれだけある

かということも検討してまいりました。 

 今回、第１集会所がございます正雀本町

の周辺につきましては、割と公共施設がご

ざいまして、一定住民の方のニーズにお応

えできる施設があると判断して、デイハウ

スましたの規定でということで考えてお

ります。 

 今後、平成２８年１１月２６日に開所し

て貸し出し等、利用が始まるわけでござい

ますが、利用が始まりましたら、地域の

方々の声がまた入ってくると思いますの

で、そこはお聞きさせていただいて、運用

してまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○上村高義委員長 森川障害福祉課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課にかかわりますご質問についてお答え

させていただきます。 

 まず、障害者医療費助成の対象者を３級

の方などに拡大できないかどうか、そうい

う見解についてのお問いだったと思いま

すけれども、まず平成２７年度の障害者医

療費助成の決算額といたしましては、大体

１億１，０００万円ほどかかっております。 

 対象者数が平均５６９名ということで、

これを単純に一人当たりで考えますと、大

体１９万４，０００円ほどが一人当たり公

費負担している状況になります。 

 また、北摂各市の状況につきましては、

高槻市で身体障害者手帳の３級から６級、

療育手帳Ｂ１、Ｂ２の所持者に対しまして

も、１８歳の到達の年度末まで非課税世帯

を対象に障害者医療費の助成を行ってい

るということはお聞きをしておりますけ

れども、そのほかの各市町につきましては、

摂津市と同様に大阪府の制度に準じた助

成を行っている状況でございます。 

 そのような観点から、現在のところ対象

者の拡大につきましては、考えておりませ

ん。 

 次に、障害者医療費助成の再構築に関し

ます摂津市の対応として、どう考えている

かということでございますけれども、大阪

府からは、現在、再構築に当たりましては、

老人医療と障害者医療を整理統合し、障害

者の定義に含まれる精神障害者、難病患者

について、重度の方を対象に拡大すること

によりまして、年齢に関係なく重度障害者

医療として再構築をすると聞いておりま

す。 

 これによりまして、今まで障害者医療の

対象となっていなかった精神障害者保健

福祉手帳１級所持者、それと重度の難病患

者、これを新たに対象者とし、今まで老人

医療で対象となっていました指定難病を

要件としていた方のうち重度以外の方、結

核を要件としていた方、精神通院医療を要

件としていた方のうち精神障害者保健福

祉手帳１級以外の方、これらの方を助成対

象外とすると現在のところは聞いており

ます。 

 ただし、大阪府からの詳細についての情

報提供というのは現在のところなく、不明

な点も多いということもありますので、今

後、大阪府の動向について、注視をしてま
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いりたいとは考えております。 

 次に手帳の交付、身体障害者手帳の交付

に、大阪府の審議会に係るケースもあって、

１か月以上かかる。その対応についてはと

いうお問いだったと思いますけれども、先

ほどの答弁に少し漏れがありまして、申し

わけございませんでした。身体障害者手帳

の申請に当たりましては、指定医の診断書、

これを提出していただいております。この

指定医の診断書と、等級の認定基準がある

のですけれども、これが合致してる場合は、

摂津市において事務処理を行って、２、３

週間程度で交付という流れにはなるので

すけれども、こちらの診断書と等級の認定

基準に相違が生じている場合、そのような

場合につきましては、大阪府の審議会、医

師で構成されている審議会ですけれども、

こちらに諮問するという形になります。こ

の審議会が月１回の頻度で開催されてい

ます。大阪府に諮問をしたあと、大阪府が

診断書の内容を確認して、審議会にかける

かどうかという判断を行います。その審議

会にかけるという判断になりましたら、府

から摂津市に、審議会にかけますという通

知が届きます。それを受けて、本人に摂津

市から通知を行うという流れになってお

りますので、少し時間がかかるケースがあ

ります。このような場合には、３か月程度

交付までに期間がかかるということにな

ります。今回のケースは、説明が不十分で

あったということでありますので、今後は

丁寧な説明に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○上村高義委員長 東澗保健福祉部参事。 

○東澗保健福祉部参事 生活保護費の中

の住宅扶助の改定につきまして、ケースワ

ーカーが配慮措置や特別基準について、被

保護者の方に説明できているかとのご質

問でございますが、ケースワーカーは家庭

訪問等に行ったときに、経過措置を含めて

住宅扶助が改定することを説明しており

ます。今回、その配慮措置等が設定されて

ないことにつきましては、再度被保護世帯

の方に説明、ご理解していただけるように、

ケースワーカーに徹底してまいります。 

 なお、今回の改定で、住宅扶助が下がっ

た方についての配慮措置の適用につきま

しては、個別の案件で私もその判断の中に

加わっておりますので、今後につきまして

も、被保護世帯の方の生活状況を丁寧に把

握した中、配慮措置の適用を検討してまい

ります。 

○上村高義委員長 川口保健福祉課参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は、乳幼児の訪問指導についてのご質問に

お答えさせていただきます。今、保健福祉

課の保健師７名で、市内を地区担当制とい

うことで訪問活動を実施しております。地

区の状況ですとか、また対象者の状況によ

りまして、訪問回数や支援の内容にも随分

違いがあるんですけれども、平均いたしま

すと、おおむね１保健師当たり約７５ケー

スを担当しているということになります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課に関するご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、南千里丘分室の件でございますけ

れども、南千里丘別館ということで整備を

させていただきました。ご存じのとおり、

２階に保育所、３階に商工会が入っており

まして、その３階の一部を産業振興課の分

室、産業支援ルームと位置づけて活用して

いこうとしているところでございます。そ

の分が、今までご指摘をいただいてるとこ
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ろでございます。 

 別館そのもの、建物そのものの管理につ

きましては、ご指摘のとおり、管理委託で

六百数万円支払っております。そのうち、

光熱水費もその中に含まれておりまして、

約３４０万円ほど光熱水費がございます。

ですから、管理費から光熱水費を払ってい

ただいてますので、その差額、また、そこ

から建物貸し付け収入、あと別途保育所か

らの収入も教育委員会が収入しておりま

すので、その分を引いた残りが建物全体の

管理費、諸経費を含めた管理となってきま

す。 

 その中でも、やはりある程度管理費とい

うのを要してるわけですから、分室につき

ましても、これはやっぱり有効活用してい

かなければならないと思いますので、先ほ

どご答弁させていただきましたとおり、今

後有効活用に向けて検討していかなけれ

ばならないと考えております。 

 次に、商品券の分ですけれども、一人２

冊までということで、今回販売させていた

だきました。当日販売の分、どうだったの

かということでございますけれども、この

部分につきましては、先着販売ということ

で行いましたので、その方たちがもう既に

購入済みであったのかどうなのかという

ことまでは確認しておりません。並ばれた

方が、先着順で残りの分購入されたという

ことでございます。 

 それと、企業立地等促進事業の件でござ

いますけれども、大企業で８２．９％とい

う状況でございますけれども、実際には先

ほどもお答えしましたように、２０社のう

ち１２社が中小企業ということで、件数に

すれば、大企業８社、中小企業は１２社と

いうことでございますので、一定中小企業

の方にも制度をご利用いただいてるもの

と思います。ただ、設備投資等につきまし

ては、やはり大企業が桁も大きくなるとい

うことでございますので、実際の執行とし

ましては、金額的に言いますと、それだけ、

八十数％と十何％の差が出てくるという

ことでございます。 

 それと、先ほどの商品券の波及効果と消

費効果ということでございますけれども、

消費効果としましては、今回１万２，００

０円分を１万５，０００冊販売ということ

で、トータル１億８，０００万円分が、こ

の商品券の期間中に市中で消費されたと

いうことになりますので、一定商品券の利

用プラス商品券以外別途支出されたもの

を含めますと、消費効果としましてはかな

りあったと思っております。 

 ただ、波及効果としましては、商品券を

利用した消費のうち、７割程度がふだんの

買い物にあてられたという結果も出てお

りますことから、節約効果と言いますか、

そういったものも含めて、さらにそれが波

及効果というふうに、ほかに及んでいくと

いうところまではなかなかいかなかった

という結果でございます。 

 続きまして、中小企業の奨励といいます

か支援、大企業にお金を使ってて、中小企

業対策はどうなってるんだということで

ございますけれども、中小企業への支援と

しましては、ビジネスマッチングフェア等、

そういった事業を通して販路の拡大であ

りますとか、他社とのマッチングによりま

して、技術力の向上等に資するような取り

組みを各種行っております。また、経営基

盤がやはり中小企業は弱いというところ

もありますので、経営の専門家、コンサル

タントを派遣する制度もございまして、経

営指導を受けていただく、また販路開拓も

含めまして、各種展示会、商談会への出展
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の補助等もさせていただいております。 

 そして、商業者につきましては、今まで

の商品券発行事業、その他の施策の結果も

踏まえまして、今回スクラッチ事業という

のを行っております。やはり大規模店や中

規模のスーパー等に流れてしまうという

結果を受けまして、今回は小規模事業者を

対象としまして、大規模中規模店について

は外させていただいております。商店街、

小規模事業者を盛り上げていこうという

ことで、今、取り組んでいるところでござ

います。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 市民サービスコーナー

です。今、先ほどの数字を上げていただき

ました。コンビニ交付は伸びていないとい

うこともはっきりしました。それに比べて、

市民サービスコーナーでは、１，０００件

台の数字がずっと上がっていたと思いま

す。全体の約３０％ぐらいが、２，０００

件近い数。この市民サービスコーナーで利

用がされているということが明らかにな

ったと思います。先日、この市民サービス

コーナー廃止するけれども、取り次ぎサー

ビスをやろうと思ってるというお答えが

あったと思うんですけども、果たしてそれ

で市民の利便性というのは変わらないの

かどうか。マイナンバーを持たないという

人がいらっしゃるというのは、ただただ高

齢者の問題ということだけではないんで

す。今、やはりこのマイナンバーカードを

持つことに対して、非常に懸念が国民の中

に広がっております。あえて持たないとい

う人たちがたくさんいらっしゃいます。こ

のマイナンバー制度については、訴訟も起

きているということは、一般質問でもご紹

介したとおりです。市民サービスコーナー

を廃止することによって、市民の利便性を

そいで、マイナンバーカードに誘導すると

いうのは、任意のカードの作成問題を超え

て、摂津市が強制力を働かせるということ

にもつながりかねない問題だと思います

ので、こういうことはあってはならないと

思います。取り次ぎサービスを行うとおっ

しゃいますけれども、それで市民の利便性

は、市民サービスコーナーがあるのと同様

の中身でやっていけるのかどうか。そうで

ないならば、市民サービスコーナーは絶対

に廃止すべきではないと思いますので、そ

の点についてお答えください。 

 それから、窓口の業務委託の問題です。

退職をされる方については、やはり守秘義

務の問題も非常に気になるところです。も

ちろん、退職してからも守秘義務はかかる

ということでされてるとは思いますけれ

ども、それについて後追いをすることがな

かなか難しいわけですので、なるだけ退職

されるようなことがないよう、働きやすい

職場でということは、摂津市にとっても大

切なことだと思いますので、富士ゼロック

スシステムサービス株式会社に対して、先

ほど話し合う場所があるということでお

っしゃってましたので、きちっと労働者の

働く環境について配慮してもらうように

要望していただきたいと思います。これは

要望としておきます。 

 それから緊急通報装置。これは、使える

人の条件とかいうのも確かあったなと思

うんです。緊急通報装置というのは、需要

もきっと大きいと思いますので、ぜひしっ

かり検討していただいて、せっかくの事業

ですので、広げられるようにしていただき

たいと思います。これは要望にしておきま

す。 

 それから、街かどデイハウス。済みませ

ん、私の勉強不足で、街かどデイハウスと
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デイハウスましたが違うということにつ

いてわかっておりませんでした、申しわけ

ありません。千里丘協立診療所でやってお

られるのが街かどデイハウス、事業を充実

させていただきたいと思います。それから、

味舌のデイハウスは、集会所と一体となっ

てるというわけではなく、その集会所とい

うのは自治会とかが利用をされるという

内容に、今までの集会所とは違った形に今

のところはなっているというようなこと

ですかね。利用が始まれば、地域の声が出

てくるというようなお話でした。確かにそ

うだと思いますので、しっかり地域の声を

聞いていただいて、対応していただきたい

と思います。要望にしておきます。 

 障害者３級以下の分ですけれども、大阪

府は非常におくれております。私が話をし

た方も、他府県からの転入の方でした。大

阪がみんなやってないねんからそれでい

いということではなく、やはりきちんと考

えていただきたいなと思います。早期に病

院にかかって早期に治療するということ

が、医療費の負担を減らすという部分でも

大切なことだと思いますので、ぜひお願い

します。大阪府は、そういう意味では本当

に逆行したことを今やろうとしてます。確

かに、範囲は広げて新たな精神の方々とか

が入るという、そういうことにはしていま

すが、その負担をこの窓口負担の引き上げ

によって賄うというやり方で、非常に痛み

を伴うものだと思いますので、しっかり物

申してもらいたいと思います。よろしくお

願いします。これも要望にしておきます。 

 手帳の交付申請ですが、丁寧な説明をし

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。要望にします。 

 それから、保護費の問題です。ケースワ

ーカーに再度徹底していただけるという

ことです。そういうさまざまな制度を緩和

できる制度を一応国はつくっております

ので、きちんとそれに摂津市が対応して、

柔軟に活用していただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。要望としま

す。 

 訪問指導の問題です。７名の方でやられ

てるということで、本当に大変だなと思い

ます。できる限り保健師もふやしていただ

いて、一つ一つ丁寧な対応ができるように、

よろしくお願いいたします。要望とします。 

 南千里丘分室です。森西委員からも指摘

がありましたように、商工会は自社ビルを

持ってはったんですよね。今それは使って

ない、しかもそこはほとんど、使ってない

というと語弊がありますが、年間数回使っ

てらっしゃいます。わずか数回です。しか

もそこが非課税として、そのままずっと置

いてある状況で、そこに対して補助をして

まで、南千里丘の別館を貸し出すというこ

とが本当に必要なのか、私は今でも疑問に

思っております。摂津市がすべきことは、

商工会は会費を集めてやっている民間団

体です。別に摂津市が丸抱えでやらないと

いけない団体ではありません。補助金を出

している団体ですから、もちろん商工会に

しっかりと商工政策を応援していただい

て、一緒に頑張っていくという対応をして

いただくのを求めることは、十分すべきこ

とだとは思いますけれども、その商工会の

会員数をふやすために摂津市が努力する

みたいなことは、それは違うんではないか

なと私は思っております。そうではなくて、

本当に商工会の会員数が減っているとお

悩みである背景には、やっぱり摂津市の中

小零細企業がどんどん減っているという

ことがあると思うんですね。商工会の会員

数を拡大するということは、商工会が努力
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をされるということで、そのすそ野である

摂津市の中小零細企業が減らないよう、ふ

えていくよう、また守り発展させていくよ

うな商工政策を展開するというのが摂津

市のやるべき仕事ではないかと思います

ので、そのことについては、副市長お答え

をいただきたいと思います。 

 商品券の問題です。ふだんの買い物とい

うことで、波及効果ということでは余り見

込めなかったと。売れ残りも出て、同じ人

がやっぱり買ってたということも可能性

としてはあったのかもしれないと、そこに

ついてはわからないというお話でした。や

はり、これも大手の商店をもうけさせたと

いうことにとどまって、摂津市の商工振興

策として果たしてどうだったのかなとい

うことは、きちんと検討していただきたい

と思います。これは国がやろうとしてたと

ころがありましたので、そこに乗っかった

という部分もあると思うんですけれども

ね、スクラッチの件に関しても、本当にそ

れが波及効果につながってるのか、本当に

商工振興策としていいのかということに

ついては、きちんと検証もしていただきた

いと思いますので、要望としておきます。 

 立地奨励金です。件数としていえば、そ

れはもちろん中小零細企業がたくさんい

てるわけですから、数が多いということで

はそうなるのかもしれませんけれども、摂

津市の市民の税金が使われている額はど

うなのかということで、８２．９％が大企

業への交付金なんだということは、やはり

しっかりと把握していただかないといけ

ないと思います。大企業に利益誘導しては

いけないというふうに言っているわけで

はありません。何回も言いますけれども、

大企業がそういう企業立地等促進事業を

使って、摂津市に優遇策をしてもらうんで

あれば、大企業は摂津市の産業振興にどう

やって寄与するのかということについて、

しっかりと追究していただきたいと思う

んですね。私たち、別に大企業がなくなっ

たらいいとは思っておりません。大企業が

きちっと下請中小企業に対して、摂津市の

中小企業・零細企業にきちんと下請単価を

払って、それで産業振興をしっかり活性さ

せていただく、こういうことをしていただ

けるんでしたら、大企業は役割を果たして

るということが言えると思うんです。また

は、摂津市の中で正規の社員をしっかり雇

用してもらう、これだけふえました、それ

やったらなるほどと、この事業はきちんと

意義があるねと言えると思うんですが、そ

ういうことが今まで示されてきてないん

ですよね。大企業がご近所を掃除してくれ

てはりますとか、緞帳をプレゼントしてく

ださいましたとか、そういうことでは産業

振興策ではやっぱりないと思います。やは

り、大企業がそれだけの役割を果たしてい

るのかどうかということについての、きっ

ちりとした追究をしていただきたいと思

いますので、これも要望としておきます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 川本市民課長。 

○川本市民課長 それでは、先ほど委員が

おっしゃいました、マイナンバーカードに

危険を感じて、カードを持たないという方

が今いらっしゃるという部分でございま

す。 

 マイナンバーカードにつきましては、危

険ということでございますけれども、実際

にＩＣチップには、氏名とか住所とか生年

月日とか、そういった基本情報しか入って

おりませんでして、税情報とか年金情報、

そういったものは入っておりませんので、

危険とおっしゃいますけれども、それほど
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の情報は入ってないということでござい

ます。紛失の際にも、２４時間３６５日対

応のコールセンターを設けていますので、

危険という面では、我々、市民の皆さんの

不安を取り除けるように周知を徹底して、

「そのようなことない」というふうに周知

を図っていきたいと思っております。 

 市民サービスコーナー廃止のことでご

ざいますけれど、やっぱり我々一番考えて

おりますのが、常に行政運営の効率化を図

っていかなければならないということで

ございます。先ほど委員から、市民サービ

スコーナーの利用３０％というお話がご

ざいましたけれども、確かに３０％は、多

いと言えば多いんですけれども、我々市民

サービスコーナーの１日当たりの利用人

数というのを、算出しておりまして、平成

２７年度におきましては、１日当たりの利

用人数が一番多いのが南摂津市民サービ

スコーナーでございまして、１日平均２０．

７人でございます。一番少ないのが別府市

民サービスコーナーで、１日平均６．６人

でございまして、別府につきましては、時

間に直しますと１時間に１人も来てない

と。１時間で１人未満という計算になりま

す。一番多い南摂津でも、南摂津は１０時

間営業でございますので、１時間に２人し

か来ないということでございます。やはり、

こういったことを考えますと、コンビニ交

付がない時代でありましたら、地域に市民

サービスコーナーは必要であったとは思

いますけれども、コンビニ交付ができるよ

うになった今、全国のコンビニで朝から晩

まで、土日祝日関係なく交付ができる状況

になりましたので、こういったことから、

市民サービスコーナーにかかります年間

予算２，３００万円があるんですけども、

この経費をできる限り、今後証明書発行の

主流になっていくだろうコンビニ交付と

か、その他の事務事業に充てまして、行政

運営の効率化というのを図ってまいりた

いという考えでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、私から答弁させ

ていただきます。 

 一昨日、森西委員のお問いの中で答弁さ

せていただいて、商工会の会員増、これは

行政で一体何ができるのかということで、

一応答弁させていただきました。ただ、言

葉足らずですが、もちろん市内の産業育成、

これはしっかり図っていく。それで、事業

者が活性化される、それから事業者数もふ

えていく、ひいては商工会の会員もふえる

であろうと、そういう意味合いでございま

すので、ご理解をお願いしたいと思ってま

す。 

 それから、先ほど旧商工会館の分で、補

助はなされてるというご質問ありました

けれども、これは固定資産税については、

地方税法の規定にのっとって減免処置を

してるということで、法令上の規定を遵守

したまででございます。誤解のないように

お願いしたいと思います。 

 それから、中小企業対策でございますが、

日本はそれぞれ自由主義経済社会でござ

います。企業間の経済活動の競争激化は、

もうこれは避けられないと思っておりま

す。では、そしたら中小企業の対策は放置

してよいのかということになるのですが、

これは決してそういうことにはなりませ

ん。ついつい大企業に飲み込まれてしまい

ます中小企業、これは守っていかなきゃな

らないのは我々行政の責任であろうかと

思っております。 

 そしたら、では実際にどういう施策を展
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開するか、これはなかなか難しい問題であ

ります。先ほど課長から答弁申しましたよ

うに、現課では商品券を中小企業に限った

使用の仕方とか、そういうようなことを改

善しながら、できるだけそちらに誘導する

ような策も考えております。中小企業対策

の分の施策、今後効果あらしめるために、

今までの施策をもう一度総点検する必要

があろうかと思っておりますので、原課に

その点検、検討については指示をしていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 市民サービスコーナー

についてです。市民サービスコーナーの廃

止に伴って、運営の効率化ができるという

お話でしたけれども、私がマイナンバーカ

ードを持たない人がいてるというのは、落

とすとか紛失するとかいうだけの危険で

はありません。マイナンバーカードが広が

ることによって、マイナンバー制度が民間

にどんどんマイナンバーを広げていく、そ

ういうツールにされたくないということ

で、危険だということで拒否をされてる方

がたくさんいらっしゃるということです。

訴訟も起こっております、一度訴状きちっ

とお読みいただければ、何が問題点なのか

ということもはっきりいたします。効率化

ということよりも、一人の人の、市民の人

権であるとか、プライバシー権であるとか、

そういう問題について、しっかりと行政と

してどう守るのかということをしていか

ないといけないのではないかと思います

ので、もう一度きちんと検討していただき

たいと思いますので、要望としておきます。 

 それから、副市長にお答えいただきまし

た。今、中小企業を守っていくのは行政の

責任であるということで答弁いただいて、

非常によかったなと思っております。もち

ろん、大企業も繁栄していってもらうとい

うことについては、私たち何も異議を唱え

るものではありません。しかし、やはり大

きいところは力が強い、この単価でやれと

言われたら、中小企業はもうそれではとっ

ても利益が出ないと思っても、泣く泣くそ

れを受け入れざるを得ないというのが企

業の世界であります。その中小零細企業を

どう支えていくのかというのが、やっぱり

行政の責任であると思います。いろいろ見

直しも、これから検討していっていただけ

ると思いますので、例えば中小企業の工場

の家賃補助でありますとか、それからまた

これは波及効果が非常に強いと言われて

おります住宅や店舗のリフォーム制度、こ

ういうものもぜひご検討いただきたいと

思います。 

 商工会の旧会館です。これが法令に違反

をしていれば、これは大変な大問題であり

ます。もちろん、法令に違反してないこと

は十分存じておりますけれども、一応そう

いう商工振興のために、用に供するという

ことが非課税の条件となってると思うん

ですけれども、用に供するのが年に数回で

いいのかということが、市民的合意は得ら

れるのかという問題でございますので、そ

このところはぜひまたご検討いただきま

すように要望として、私の質問を終わりま

す。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 以上で、質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後０時 ２分 休憩） 

（午後０時５８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第６号の審査を行います。 
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 本件について、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、パートタイマー

等退職金共済特別会計で、まず、加入事業

者数と被共済者数ですけれども、事務報告

書では、２月１日現在が最後になって、３

１事業所の１６５人ということになって

いますけれども、監査で出している意見書

では、年度末で１６０人ということになっ

てます。前年度の末と比べると３か所の減

少と、２１名の減少ということになってい

ますけれども、まずこの減少をどのように

思っておられるのかと、最近加入された事

業所というのは実際あるのか。毎年、毎年、

事業所数が減って、被共済者数というのが

減っていると思うんですけれども、その点

はどのようになっているのか。 

 それと、他の共済があると思うんですけ

れども、その他の共済と摂津市のこのパー

トタイマーの共済、どう違うのか、その点

も教えていただけたらと思います。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 森西委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、加入事業者数、被共済者数でござ

いますけれども、ご指摘のとおり、減少傾

向と、平成２７年４月１日現在、３４事業

所、１８０名でございましたが、それが平

成２８年３月３１日現在では、３１事業所、

１６０名となっております。３事業所、２

０名減少ということなんですけれども、こ

の大幅に減った原因といたしましては、一

つの事業所におきまして、加入者全員が脱

退されたということが原因でございます。

事業所につきましては、今までから、いず

れの共済制度にも加入されていないとこ

ろには周知していって、ふやしていければ

と、いろいろご答弁させていただいている

とおり、こちらも周知をするようにはして

おるんですけれども、なかなかふえず、減

少していっているというのが実情でござ

います。 

 あと、他の共済との違いということです

けれども、中小企業退職金共済という国の

制度がございまして、この制度につきまし

ても、今、パートを対象としました、月額

２，０００円で加入できる制度、給付につ

きましてもほぼ同様の制度でございます。

他市で同じような共済制度を独自で持っ

ていたところも、中小企業退職金共済に移

行するという流れにもなってきておる状

況でございまして、制度そのものにつきま

しては、摂津市が突出してその中小企業退

職金共済の制度よりいいというところま

ではもう言い切れないところではござい

ます。ただ、給付率といいますか、若干摂

津市は有利な面もございます。他の制度と

の違いといえば、ほぼ掛金も同じですので、

若干給付率が違うというところでござい

ます。 

 あと、１事業所が全部減となりましたけ

れども、事業として新規で入っていただい

たところは昨年はございませんでした。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 制度としては、パートタイ

マーの退職金を退職したときに給付をす

るという、すばらしい制度だと私も思って

おります。以前にも質問させていただいた

んですけれども、非正規の方が多くなる中

で、本来であれば、このパートタイマーの

加入者がふえて、事業所がふえて、さらに

共済者がふえていくというのが、例えば、

社会の流れからして、非正規の方がふえて

いくと、それに比例していくべきだとは思

うんですけれども、そのようになっていな
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いというのが現状であります。 

 国の共済という話もありましたけれど

も、摂津市のこの制度をやめられて、国に

移行をされるのであればいいんですけれ

ども、ただ、この摂津市のこの共済をやめ

られるだけということになれば、パートタ

イマーで働かれる方の身分というか、保障

といいますか、というのが、これ、一つな

くなるわけでありますから、その点、市と

しては今後どういうふうに考えていくの

か、パートタイマーというのを。摂津市の

中で、もう３，０００、４，０００ある事

業所の中で３１事業所ですかね、という数

字をどのように考えているのか、またこれ、

どのように考えていくのか、お答えいただ

きたいと思います。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 まず、今後といい

ますか、摂津市パートタイマー等退職金共

済制度、本当に、はじめたときには他市に

先駆けてといいますか、全国的にも早くこ

の制度に取り組み、非常にいい制度である

とは思っております。ただ、国も、非正規

といいますか、パートタイマーに対する共

済制度というのを設けておりまして、そこ

に移行されている事業所も多いとは聞い

ております。また、加入されている事業者

も、数は今つかんでおりませんけれども、

だんだんふえてきている状況でございま

す。 

 ただ、摂津市パートタイマー等退職金共

済制度をやめるか、やめないかというのは、

今後、また検討はしていかなければならな

いと思いますけれども、当面、続けていく

とは思っております。ただ、続けていくに

当たりましても、今後のことも考えながら

継続していって、国の制度に移行できるも

のなのかどうなのかも含めながら、制度と

いうものを考えていかなければならない

と思っております。 

 今後、新規加入も含めて、今まで同様、

周知はしていかなければならないと思っ

ておりますし、また、加入していただいた

方につきましては、今後、摂津市がやめて、

どこにも入らないじゃなくて、もし移行す

るというような検討になった場合に、摂津

市の制度に入っていただいている方がそ

のままスムーズに移行できるように、また

入っていない方も中小企業退職金共済な

り、同様の制度、国の制度に加入していた

だくように促していかなければならない

とは考えております。 

 それと、摂津市には４，０００強の事業

所がありますけれども、そのうち加入は３

１事業所というのはどうかということで

すけれども、この数字を見て、もうそのと

おり少ないと思っております。今後、これ

がふえるようにはしていきたいんですけ

れども、なかなか加入者がふえないという

現状です。今後、やはり中小企業に働かれ

ている方、非正規、パートタイマーの方の

退職金というか、保障のために、いずれか

の制度には入っていただくように、摂津市

の共済制度だけではなく、他の制度も含め

て、また福利厚生も含めて取り組んでいた

だくように、各企業に対して周知していか

なければいけませんし、いこうと思ってお

ります。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 課長からご答弁いただい

たんですけれども、そうしましたら、副市

長に聞きたいと思うんですけれど、今後と

いうような課長からの話もありましたけ

れども、副市長としてはどのようにお考え

なのか。摂津市のこのパートタイマー等退

職金共済制度を存続というか、事業所数を
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ふやしていく、被共済者数、加入者数をふ

やしていくということであれば、やはりそ

ういう働きかけをしていかなければなら

ないと思いますし、非正規、パートタイマ

ーで働いておられる方というのは、本当に

たくさん摂津市の中でもおられるわけで

す。他の共済制度に入られている方はそれ

でいいと思うんですけれども、入られてい

ない方というのはたくさんおられると思

うんですけれども、その方にどのようにし

ていくのか、市としてどのように考えてい

くのか、この点、お聞きしたいと思います。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それではご答弁申し上げ

ます。 

 思い起こしますと、この摂津市パートタ

イマー退職金共済制度、このできた背景に

は、記憶は定かではありませんが、いわゆ

る、正規職員であれば退職金が出ると、と

ころが、パートタイマーや、あるいは一定

の非正規職員、この方々については退職金

が出ないと。そういう部分で、本人の掛金、

あるいは事業主負担でそれぞれ退職金制

度をつくろうと。あくまで、これは市行政

がそれぞれの中小企業に呼びかけをした、

退職金制度導入のための呼び水ではなか

ったのではないかと思っています。 

 先ほど、この制度そのものがだんだん少

なくなっていくと。これは、背景には、低

金利政策の中で、掛金以上の要はバックが

ないということで、そういう部分では人気

を落としているのかなとは思います。ただ、

行政が、その従業員の退職金を肩がわりす

る、こういうことは考えておりませんが、

企業の責任として、それぞれ正規の職員で

あろうともパートの職員であろうとも、退

職金制度はつくっていただきたいと。もし、

そういうことがかなえられるんだったら、

このパートタイマー等退職金共済制度、こ

れは発展的に解消するんであれば、大いに

賛成だとは思っております。 

 ただ、今の状況、あるいはそういう退職

金制度が市内の企業にまだまだ浸透して

いない場合につきましては、これを粘り強

く存続していただきたいとは思っていま

す。 

 やはり、啓発が大事になってきますので、

啓発については、もう少し原課でしっかり

啓発していただくように、それぞれ汗をか

いていただきたいとは思っております。こ

れについては、啓発そのものが成否を分け

るんではないかなと思っています。 

 以上です。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 今、副市長からご答弁いた

だきましたけれども、今のこの制度、拡大

をしていくということであれば、まず他の

中小企業等に対していくよりも、身近なと

ころから、市が、行政から進めていくべき

だと思いますので、その点は十分に今後も

考えながら、どういうふうにするか、この

制度自身どうするかを考えながら、考えて

いただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

○上村高義委員長 ほかにありますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 森西委員の質問に対

する答弁、方向性というか、お考えのこと

はよくわかったんですけれども、確かに、

この制度ができたときには、全国に先駆け

てといいますか、いろんなところに、ああ、

こういったすばらしい取り組みがあるん

だなといったことを広く浸透させるとい

う意味は、大きな意味があったのかなと思

っております。 

 その後、副市長、ご答弁いただきまして、
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それをお聞きしていると、もしこの制度の

その目的がもう違うところに移っている

とするならば、やはりこの制度自体をどう

していくのか考えないといけないときに

来てるんだろうなと思っております。 

 その際に、もし、この制度がやっぱり大

事なものだから、残していこうとするなら、

いろいろと中小企業の実態というか、やっ

ぱりしっかりと調査せんと、何かこの委員

会の中で、恐らく、これ、毎年、毎年、予

算決算の中で質問されておられて、続けて

いきたいというお話は出ているのかなと

思っておりますけれども、ただ、それじゃ

市内の中小企業の実態であるとか、実際、

脱退された事業所があるわけですし、実際

に入っていない事業所があるわけですか

ら、そういったところにいろいろと調査せ

んことには、やはり何も進んでいかんのか

なというように思っております。 

 そこら辺で、平成２７年度決算でござい

ますから、平成２７年度の中で、実際どの

ような調査等をされたのか、今後、それを

踏まえて、どのようにお考えなのか、少し

あれば、お聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 今、ご指摘のあり

ましたとおり、調査といいますか、しなけ

ればいけないと思っております。実際、国

の制度にどれだけの企業が加入されてい

るかというのもつかんでいない状況です

し、まだどれだけの企業が、いずれの制度

にも加入されていない、本当にパートタイ

マーを雇用して、終われば、もうそのまま

というところも多いと思いますが、平成２

７年度で何かを調査したかということで

あれば、全体的な調査はいたしておりませ

ん。 

 ただ、今後、この分も含めまして、中小

企業に対する調査みたいなものはしてい

かなければならないと思っておりますの

で、次、全体的に調査する機会というのが

あれば、また設けて、その中でパートタイ

マー等退職金共済等のことにつきまして

も、そのときにはきちんと把握して、今後

どうしていくのかということも検討して

いきたいと思っております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 繰り返しになって申

しわけないんですけれども、もうこの制度

ができたときには、非常に大きな意味があ

ったと。その後、いろいろなこれにかわる

ものが出てきて、もし市内の事業所がそち

らに多く移行されているというケースが

見られるんだというんであれば、副市長が

おっしゃったように、発展的に解消してい

くといったこともあるのかなと思うんで

す。それだと、やはり私は、憶測でしかお

話ができてないわけで、そこは担当課とし

て、実態をまずつかんでいただくと。その

中で、今後どうしていくんだというところ

をしっかりとつかんでいただかないと、私

は机上の空論で終わるのかなと思ってお

りますので、ぜひそこを要望いたしまして、

終わらせていただきます。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 今、お二人から質問があ

りましたけれども、ほとんど同趣旨の質問

になってしまうわけですけれども。 

 先ほど国の中小企業退職金共済制度と

いうのがよく似た制度であるということ

で、池上課長からも説明がありました。こ

れは、古い話ですけれど、平成１５年度に、

実はどうするのかという検討がなされた

ということがありました。そのときは、結

局、摂津市パートタイマー等退職金共済運

営委員会というので協議をされた結果、残
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していくと結果を出されたということで

すけれど、それ以来１０年たってますから、

その間にも、恐らく幾度となくその会計そ

のものについてどうだという検討はなさ

れてきているだろうと思うんですけれど、

その辺の経過があれば教えていただきた

いと思うのと。 

 あと、この当時からそうですけれど、そ

んなに加入者多くなかったですし、今も、

どちらかと言うとほそぼそと続けている

状態になっていますので、考え方の一つと

しては、もう統合するという考え方のもと

で、国の中小企業退職金共済ですか、こち

らを市としても推進していくという、調査

の結果になりますけれど、そういう選択も

あり得るのかなと。とにかく、企業として

は、そういう制度を導入してほしいという

ことになるので、そういう検討もありなの

かなとは思うんですけれども。 

 １回目、先ほどのこれまでの経過を教え

てください。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 平成１５年度に

今後の摂津市パートタイマー等退職金共

済の件についてどうしていくのかという

ような検討がなされて、それ以降どうなの

かということでございますけれども、過去

の経過というのを、申しわけございません

が、手元にないんですが、私が配属される

数年前から、摂津市パートタイマー等退職

金共済の運営委員会につきましては開催

していないというふうに聞いております。

昨年もしておりません。今まで、何か、集

まって検討していただく案件がなかった

ということだろうと思うんですけれども、

ただ、今回、今年度につきましては、年明

けになりますけれども、運営委員会を１回

開いて、現状と今後のことも含めまして、

どうしていくんだということも含めて、い

ろいろとご意見をお聞きしたいとは思っ

ております。 

○上村高義委員長 山田市民生活部次長。 

○山田市民生活部次長 若干補足させて

いただきますと、平成２４年度に、国の緊

急雇用の交付金を使いまして、事業所の全

数の実態調査をしております。そのときに、

本市のパートタイマー等退職金共済につ

いての周知状況等を調査したと。結果は、

今手元にないですけれども、そういうこと

とあわせて、ご存じない事業者に向けて、

市の制度についてのＰＲはさせていただ

いているという経過があります。 

 それから、全国的に同様の制度、幾つか

他市でもあったんですけれども、それも減

る傾向にあるという中で、本市としてもど

うするかということは継続して検討して

おるんですけれども、現在加入されている

方が１６０、１７０名いらっしゃるという

こともありますので、この方々についての

保障というか、制度の継続は必要だという

判断で現在も継続しているという経過が

ございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 これで最後にしますけ

れど、最初に申し上げましたように、最初

は、もともとは市の制度をつくったときに

は、他にそういうものがなくて、非常に効

果があったという現状があって、その後、

国に同じような制度ができてきていると

いう現状の中で、各事業所にはやっぱりち

ゃんとそういう制度をつくってもらうと

いう意図は、もうしっかりと意思としては

持っていくということが大事ですけれど

も、同じものをあえて運営する必要がある

か、ないかということについてはぜひ検討
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していただくということで。 

 企業に対しては、引き続きこの共済制度

をしっかりと設けてくださいという姿勢

は、先ほど、調査もされた結果が、きょう

は手元にはないけれど、１回されたという

こともありましたので、そういうことを踏

まえて、また調査が必要であれば、ぜひし

ていただいて、その上できちっと方針を決

めていっていただきたいということをお

願いしておきたいと思います。要望します。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 摂津市パートタイマー

等退職金共済特別会計について質問いた

します。 

 今、皆さんおっしゃっていたように、や

はり加入事業所が少ないということにつ

いて、市にぜひしっかりと取り組みをして

いただきたいなと思うんですけれども、今、

実態調査のときに、いろんな事業所に説明

をして回ったと、実態調査、１軒、１軒、

訪ねての調査だったと思いますので、そこ

で説明もされたんだとは思うんですけれ

ど、平成２４年ということですよね。それ

以後、具体的には、どのような形でＰＲを

されたのか、教えていただきたいなと思い

ます。 

○上村高義委員長 池上市民生活部参事。 

○池上市民生活部参事 ＰＲにつきまし

ては、毎年のことですけれど、市の広報で

ありますとか、ホームページ、そして、あ

と中小企業の支援制度をまとめた便利帳

というものをつくって、配布することによ

って、周知しているところでございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 確かに、市の広報だとか、

ホームページだとか、それから配布物、そ

ういうところにも載せていただいている

とは思うんですけれども、そういうものを

しっかり見るというのは、必要性を持った

ときにぐっと見るというふうになると思

うんですけれども、そうでないと、さらっ

と流してしまうという傾向になりがちで

はないかと思うんです。やはり、これはい

い制度だよと、なかなかよかったよみたい

な、そういうお声の紹介ですとか、実際に

パートタイマーで働いてはって、退職金を

受け取って、ああ、本当にうちの会社がこ

れに入ってくれててよかったわというお

声だとか、いろんなそういうアピールでき

るものをぜひ、くっつけていただいて、午

前中にも話が出ておりました商工会であ

るとか、摂津市には商工会以外にも、商工

団体ありますので、いろんなところに声を

かけていただいて、本当にしっかりと今あ

るせっかくの制度ですので、発展させると

いうことをぜひしていただきたいと思う

んです。 

 摂津市がやっているといういいメリッ

トは、市がそういうことに対して業者にし

っかり働きかけができたりとか、実態調査

をしたりであるとか、具体的なことで業者

とつながることができる。それが、ほかの

制度に似たようなのがあるから移ってし

まったら、これは摂津市の手をやっぱり離

れていくわけです。私たちも、ここの議会

の中でこの問題について議論するという

ことにもなかなかなっていかないと思い

ます。 

 やはり、今パート、アルバイトの方々、

非正規の方がふえていると、森西委員おっ

しゃったように、そういう中で働く人々の

やっぱり労働条件の改善ということが非

常に望まれているところだと思うんです

けれども、でもそれがなかなか広がってい

かないという中では、ぜひ摂津市が、汗を

かいてという先ほどのお話もありました
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けれども、しっかりとこの事業が大きく発

展するように努力をしていただきたいな

と思います。 

 では、終わります。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 補足答弁させていただき

ます。 

 この制度につきましては、全国に先駆け

たいい制度と、我々胸張っていきたいと思

うんですが、実態を見たときにどうなのか

ということになれば、声が小さくなってし

まいます。 

 ただ、先ほど私が答弁いたしましたよう

に、これは、あくまで呼び水であるという

ふうに理解していただきたいと。事業主の

理解と協力がなければ、これはなかなかふ

えていかないと思っています。 

 国制度の部分についての給付条件、わか

りませんけれども、国制度の分は事業主全

額負担となっております。それから、我々

のパートタイマーは市負担と事業主の折

半、そういう部分では、会社の経費等々を

考えますと、パートタイマーの共済制度、

これは非常に事業主としては加入しやす

い制度であるのかなと思っています。 

 いずれにいたしましても、ふやしたいと

いう気持ちは変わりございませんので、ご

答弁させていただきました。 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時２７分 休憩） 

（午後１時３９分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第３号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、認定第３号、

平成２７年度摂津市国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定の件につきまして、補

足説明をさせていただきます。 

 平成２７年度は、保険財政共同安定化事

業の拡充や保険基盤安定繰入金の増加等、

国保財政を取り巻く環境に変化がござい

ました。 

 そのような中、本市におきましては、昨

年度に引き続き、国保財政健全化のため、

医療費の適正化、資格の適正化、収納率の

向上対策に取り組んでまいりました。また、

保健事業におきましては、データヘルス計

画を策定するとともに、糖尿病性腎症等重

症化予防などの新たな保健事業に取り組

んでまいりました。 

 結果といたしまして、保険給付費の減少

や国・府からの交付金の増加などによりま

して、平成２７年度決算における収支は、

単年度で２億６，７２６万３０７円、実質

収支で１億６，８５２万６，４８３円の黒

字となり、累積赤字の解消となりました。 

 国保加入者総数は２万３，８８８人で、

前年度に比べ、年間平均で４．１％、１，

０２７人の減となりました。加入者の内訳

は、一般被保険者については２万３，１８

８人で、前年度に比べ２．９％、７０１人

の減、退職被保険者等については７００人

で、前年度に比べ３１．８％、３２６人の

減少となっております。 

 それでは、目を追って、その主な内容に

ついて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書１８

ページ、款１国民健康保険料、項１国民健

康保険料、目１一般被保険者国民健康保険

料は、前年度に比べ２．２％、４，８７１

万８，８０６円の減となっております。一

般被保険者に係る１人当たり現年度保険

料調定額は９万６，４８１円で、前年度に
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比べ１．６％、１，５２３円の増となって

おります。収納率は、一般被保険者分全体

で、現年度分が９０．４％、滞納繰越分が

１４．７％となり、前年度に比べ、滞納繰

越分が１．５％の減となりました。 

 目２退職被保険者等国民健康保険料は、

前年度に比べ３２．１％、４，６７２万２，

９２４円の減となっております。収納率は、

現年度分が９６．５％、滞納繰越分が２０．

３％で、それぞれ前年度と比べ、現年度分

が１．１％、滞納繰越分が１．８％の減と

なりました。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料、目

１督促手数料は、前年度と比べ８５．２％、

２１万８，５３１円の増となっております。 

 国庫支出金、項１国庫負担金、目１療養

給付費等負担金は、前年度に比べ５．５％、

１億２７８万９，３０２円の減となってお

ります。療養給付費等に係る３２％が国庫

負担率となっております。 

 目２高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ５．８％、４０２万９，００１円

の増で、高額医療費共同事業拠出額の４分

の１の交付を受けております。 

 目３特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ６．０％、６４万７，０００円の減で、

特定健康診査及び特定保健指導に要する

費用について、基準額の３分の１の交付を

受けております。 

 項２国庫補助金、目１財政調整交付金は、

前年度に比べ１５．４％、９，０６４万円

の増となっております。これは、保険者努

力に係る特別調整交付金の増加等が要因

でございます。 

 ２０ページ、款４療養給付費交付金、項

１療養給付費交付金、目１療養給付費交付

金は、前年度に比べ４８．１％、２億５，

０５１万３，１０５円の減となっておりま

す。 

 款５前期高齢者交付金、項１前期高齢者

交付金、目１前期高齢者交付金は、前年度

に比べ１．０％、２，８１２万８，５０７

円の増となっております。 

 款６府支出金、項１府負担金、目１高額

医療費共同事業負担金は、前年度に比べ５．

８％、４０２万９，００１円の増で、高額

医療費共同事業拠出額の４分の１の交付

を受けております。 

 目２特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ４．０％、４３万９，０００円の減と

なっております。 

 項２府補助金、目１事業助成補助金は、

前年度に比べ１．２％、１４万６，６７８

円の増となっており、精神・結核医療給付

及び地方単独事業による国庫負担金減額

に係る補助金でございます。 

 目２財政調整交付金は、前年度に比べ１

５．３％、８，２０４万円の増となってお

ります。これは、保険財政共同安定化事業

の拡充に係る激変緩和措置等により特別

調整交付金が増加したことが要因となっ

ております。 

 款７共同事業交付金、項１共同事業交付

金、目１高額医療費共同事業交付金は、前

年度に比べ９．２％、２，７６０万１，２

６４円の増となっております。これは、１

件８０万円以上の高額医療費を対象に交

付を受けたものでございます。 

 目２保険財政共同安定化事業交付金は、

前年度に比べ１４５．５％、１３億７，８

６０万７，７２７円の増となっております。

従前は、１件３０万円以上の医療費を対象

としていたものが、１円以上の医療費を交

付対象とするよう事業規模が拡大された

ことに伴うものでございます。 

 ２２ページ、款８繰入金、項１一般会計
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繰入金、目１一般会計繰入金は、前年度に

比べ０．９％、５１７万９，５６８円の減

となっております。 

 目２保険基盤安定繰入金は、前年度に比

べ３６．４％、１億６，１０８万４，５０

４円の増となっております。これは、国か

らの財政支援の拡充により、保険基盤安定

繰入金の保険者支援分が増となったこと

によるものでございます。 

 款９諸収入、項１雑入、目１一般被保険

者第三者納付金及び目２退職被保険者等

第三者納付金は、交通事故等による第三者

納付金でございます。 

 目３一般被保険者返納金及び目４退職

被保険者等返納金は、社会保険加入による

国保資格喪失後の受診などに係る返納金

でございます。 

 目５雑入は、主に７０歳以上の一部負担

金が２割から１割に軽減されたことに伴

う指定公費分でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、２４

ページ、款１総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費は、前年度に比べ１１．１％、

１，１９８万１，２４９円の減となってお

ります。 

 目２連合会負担金は、前年度に比べ１．

２％、２万３，１８４円の減となっており

ます。 

 目３市町村部会負担金は、近畿都市国民

健康保険者協議会の負担金でございます。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費は、前年度

に比べ１６．２％、２０１万１，３１８円

の減となっております。 

 ２６ページ、項３運営協議会費、目１運

営協議会費は、摂津市国民健康保険運営協

議会に係る費用でございます。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１一

般被保険者療養給付費は、前年度に比べ１．

５％、９，３２１万６，１４６円の減とな

っております。１人当たりの保険者負担額

は２６万２，３１２円で前年度に比べ１．

５％の増となっております。 

 目２退職被保険者等療養給付費は、退職

被保険者数の減少により、前年度に比べ４

３．０％、１億４，６５８万１３４円の減

となっております。 

 目３一般被保険者療養費は、前年度に比

べ７．０％、８７６万７３５円の減となっ

ております。 

 目４退職被保険者等療養費は、前年度に

比べ１５．５％、９７万５，０２１円の減

となっております。 

 目５審査支払手数料は、前年度に比べ５

３．８％、４８３万１，６９６円の増とな

っております。 

 項２高額療養費、目１一般被保険者高額

療養費は、前年度に比べ２．４％、１，９

５９万５，０７１円の増となっております。

１件当たりの支給額は５万９，５８６円で、

前年度に比べ５．０％の減となっておりま

す 

 目２退職被保険者等高額療養費は、前年

度に比べ４２．３％、２，５８１万２，５

４３円の減となっております。 

 目３一般被保険者高額介護合算療養費

及び目４退職被保険者等高額介護合算療

養費は、１年間の医療保険と介護保険の自

己負担の合計額が自己負担限度額を超え

た場合に交付するものでございます。 

 項３移送費、目１一般被保険者移送費及

び２８ページ、目２退職被保険者等移送費

は執行いたしておりません。 

 項４出産育児諸費、目１出産育児一時金

は、支給件数１１３件で、前年度に比べ２

８．６％、１，９１６万１，５８７円の減

となっております。 
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 目２支払手数料は、出産育児一時金の直

接払いに係る手数料でございます。 

 項５葬祭諸費、目１葬祭費は、支給件数

１４３件となっております。 

 項６精神・結核医療給付費、目１精神・

結核医療給付費は、前年度に比べ１．０％、

１２万４，７９１円の減となっております。 

 款３後期高齢者支援金等、項１後期高齢

者支援金等、目１後期高齢者支援金は、前

年度に比べ１．２％、１，６０９万７，３

８２円の減となっております。これは後期

高齢者医療制度への拠出金で、被保険者数

に応じて社会保険診療報酬支払基金に拠

出するものでございます。 

 目２後期高齢者関係事務費拠出金は、後

期高齢者医療制度に係る事務費でござい

ます。 

 款４前期高齢者納付金等、項１前期高齢

者納付金等、目１前期高齢者納付金は、前

年度に比べ１４．９％、１４万３，７７６

円の減となっております。 

 目２前期高齢者関係事務費拠出金は、前

期高齢者医療制度に係る事務費でござい

ます。 

 款５老人保健拠出金、項１老人保健拠出

金、目１老人保健事務費拠出金は、老人保

健に係る事務費でございます。 

 ３０ページ、款６介護納付金、項１介護

納付金、目１介護納付金は、前年度に比べ

１０．５％、５，７３５万８，４９２円の

減となっております。 

 款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出

金、目１高額医療費共同事業医療費拠出金

は、８０万円以上の高額な医療費の再保険

事業として拠出したもので、前年度に比べ

６．２％、１，７０２万９，８９７円の増

となっております。 

 目２保険財政共同安定化事業拠出金は、

保険財政共同安定化事業の拡充に伴い、前

年度に比べ１７６．２％、１６億３，１８

７万７，２５６円の増となっております。 

 目３高額医療費共同事業事務費拠出金

及び目４保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は、執行いたしておりません。 

 目５その他共同事業事務費拠出金は、退

職医療制度への切りかえ勧奨に係る事務

費でございます。 

 款８保健施設費、項１保健施設費、目１

特定健康診査等事業費は、特定健康診査等

の実施に係る経費で、前年度に比べ８．

１％、４３１万２，２６４円の減となって

おります。 

 目２保健衛生普及費は、前年度に比べ３

８．４％、５２９万２，４８５円の増とな

っております。これは、データヘルス計画

の策定や糖尿病性腎症等重症化予防等の

ヘルスアップ事業の実施に伴い、増となっ

たものでございます。 

 ３２ページ、款９諸支出金、項１償還金

及び還付加算金、目１一般被保険者保険料

還付金、目２退職被保険者等保険料還付金

は、過年度分保険料の還付金でございます。 

 目３償還金は、平成２６年度事業の確定

に伴う療養給付費等負担金精算返還金な

どでございます。 

 款１０予備費につきましては、当初予算

額１００万円に対して、８６万６，３０８

円を過年度分保険料還付金等に充当いた

しております。 

 款１１繰上充用金、項１繰上充用金、目

１繰上充用金は９，８７３万３，８２４円

で、平成２６年度の不足額を補填いたした

ものでございます。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑に
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入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、決算概要で進め

たいと思います。 

 １９４ページですけれども、賦課徴収費

のところで、コンビニ収納代行業務委託料

がありますけれども、特別徴収の場合は１

００％ということになりますけれども、こ

れは、コンビニ収納代行の委託ということ

であれば普通徴収ということになります

けれども、このコンビニ収納ではどの程度

収納があるのか、教えていただきたいと思

います。 

 続いて、１９６ページですけれども、こ

こに退職被保険者等の療養給付費があり

ますけれども、ここで見てますと、退職の

被保険者等の執行率が全体的に低くなっ

ています。この点、教えていただきたいと

思います。 

 続いて、１９８ページですけれども、出

産育児一時金も執行率７１．３％で、残額

がかなり出てますけれども、この点、教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、２００ページですけれども、特

定健康診査等事業費の中で、特定健康診査

等の委託料があります。これ、かなり残額

が出てますけれども、それも教えていただ

きたいと思います。 

 その下、保健衛生普及費の中で、若年者

の健診委託料も残額が出てます。この点あ

わせて、健診の委託について教えていただ

きたいと思います。 

 それと、決算概要の１８９ページに、今

後、平成３０年度から実施される都道府県

化も見据えということですけれども、この

３０年度から実施される都道府県化、今ま

で伺っていますけれども、また改めて教え

ていただきたいと思いますし、この中で変

化があったのかどうか、それも教えていた

だけたらと思います。 

 そして、事務報告書の中の２０６ページ

ですけれども、療養給付の件ですけれども、

入院、入院外、歯科、調剤、いろいろ書か

れております。１人当たりの費用等も書か

れておるんですけれども、まず対象者がふ

えることに、高齢によって対象者がふえた

りするに当たっての保険料の増というの

は、これはいたし方がないのかなと思うん

です、割合がふえるに当たって。ただ、１

人当たりの費用というのは、その辺、下げ

ていかなければならないとは思うんです

けれども、ここをどうやって下げていくの

かだと思います。入院、入院外ありますけ

れども、実際に医療機関等で適切に、お薬

にジェネリックを推進ということで、安価

にという方向で進めてますけれども、この

辺、医療機関にかかったときに、それを過

剰な医療という部分は避けていかなけれ

ばならないと思いますし、その辺の、例え

ば、チェック、適正に診療がなされている

のかどうか、その点のチェック機能という

のは果たされているのか、教えていただき

たいと思います。 

 そして、実際に各医療機関から上がって

くる点数が、よく全国的な社会問題になっ

ていますけれども、不正請求というところ

がありますけれども、その点のチェックも

ちゃんとできているのか、それはどういう

ふうな形でチェックをしていくのか、教え

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 それでは、私か

ら、コンビニ収納に係ります比率について

ご答弁させていただきます。 

 平成２７年度でございますが、世帯別で
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見ますと、４４．０７％がコンビニでお支

払いをいただいておる形になっておりま

す。また、金額ベースで見ますと、５７．

１４％という数字になっております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、続きまし

て、私から、まず決算概要１９６ページ、

退職者に係ります療養給付費の執行率、こ

こが全般的に低いということの内容につ

いてご説明させていただきます。 

 退職者医療制度に係ります療養給付費、

高額療養費、こういったところにつきまし

て全般に低くなっている理由としまして

は、退職被保険者の減少が主な要因となっ

ております。 

 退職者医療制度につきましては、後期高

齢者医療制度が創設されました平成２０

年度に廃止が決定されております。現在、

経過措置として制度を継続している形と

なっておりますが、平成２７年４月には、

さらに新規の適用を行わないということ

になりまして、一定、被保険者の減少は見

込んだ中で、療養の給付費では、前年度に

比べて約１億２，０００万円の減額をした

中で予算の計上をさせていただいたとこ

ろでございます。しかしながら、予想の見

込みを上回る被保険者の減少に加えまし

て、１人当たりの医療費の大幅な減額、伸

びの縮小がありましたことから、不用額が

大きく発生したものとなっております。 

 続きまして、出産育児一時金の執行率の

部分でございます。 

 出産育児一時金につきましても、１１３

件の支給で、前年度の比較で申しますと４

７件の減少となっております。出生による

国保の加入件数で見ますと、減少は１５件

となっておりますが、出産育児一時金につ

きましては、大半の方が現在直接払制度と

いうものをご利用されておりまして、医療

機関から、国保連合会を通じまして出産育

児一時金を請求していただく形になって

おりますので、そういった出産の件数以上

に執行件数が減っているという中で見ま

すと、請求のタイミングというところも大

きかったのではないかなと見ております。 

 ちなみに、出生の加入件数で見てみます

と、平成２７年度、出生による加入件数で

すので、出産育児一時金の支払いとはずれ

てはきますが、平成２７年度１３１件、２

６年度１４６件、２５年度が１４８件と、

若干減少傾向にある状況になっておりま

す。 

 続きまして、特定健診委託料、若年者健

診委託料、残額が多いということで、健診

の部分についてのお問いでございます。 

 健診につきましては、特定健診では、平

成２７年度、実績で３１．０％と、若干、

前年度に比べ、受診率が低下した状況にな

っております。これまで、特定健診の受診

勧奨等、さまざまな取り組みもしてきた中

ではございますが、なかなか若年者の方等

の受診状況が低い状況になっております。

そういった中で、今後の課題ではあります

が、これからも、引き続き受診いただくよ

う努力していきたいと考えております。 

 続きまして、都道府県化についてでござ

います。 

 都道府県化の現在の内容でございます。

平成２７年の５月に、国保法の改正が行わ

れ、平成３０年度から、国民健康保険が都

道府県化ということで、大阪府が新たに保

険者に入られて、市町村と大阪府が共同で

国民健康保険を進めていくという形にな

りました。 

 平成２７年度は、平成３０年度に向けま



- 41 - 

 

して、大阪府におきましては、大阪府と市

町村の国民健康保険広域化調整会議とい

うものを立ち上げまして、その中で、事業

運営と財政運営と、この二つのワーキング

を設置して、検討が進められてきておりま

す。 

 平成２８年３月２９日に開催された第

３回の調整会議において、平成２７年度の

検討状況がまとめられたところでござい

ます。あくまで平成２７年度の検討状況の

取りまとめにつきましては、保険料や保険

証の取り扱い、こういったものについて、

府内を統一化するというところの方向性

が示されたというところでございます。 

 平成２８年度に入ってからの状況でご

ざいますが、ワーキングについては、第９

回から始まり、１０月１９日に行われた第

１５回まで現在進められて、国民健康保険

広域化調整会議におきましても、ことし５

月と８月、１１月の３回開催されている状

況でございます。今現在、平成３０年度の

保険料水準がどのようになるかというと

ころで試算が進められているところでご

ざいます。 

 療養の給付費の状況でございます。 

 一人当たりの費用額を引き下げていか

ないといけないと。我々もこういったとこ

ろは非常に医療費が伸びるというところ

は、頑張って引き下げていかないといけな

いという大きな課題ではございます。平成

２７年度につきましては、データヘルス計

画というものを作成させていただきまし

て、この中で、摂津市における疾病傾向を

分析させていただきまして、あらゆる保健

事業ですね、健康づくりをどう展開してい

くか、そういうところを分析しながら進め

ていっているところでございます。 

 ちなみに、平成２７年度につきましては、

これまで外来、歯科、調剤と、こういった

部分は伸びてはいたんですけれども、入院

に関してだけは一人当たりとか、１件当た

りというのが下がっており、平成２７年度

は不用額が給付費たくさん出ております

が、こういった部分のところ、入院費用の

件数が減ったというのが大きな入院の減

少につながっているのではないかなと思

っております。 

 医療費適正化、ジェネリックや適正化の

チェック機能というところでございます。 

 ジェネリックにつきましては、後発医薬

品を使われることで、少しでも医療費が安

くなりますということで、レセプトから１

件当たり１００円以上安くなると思われ

る方につきまして、差額通知というものを

お送りさせていただきまして、ジェネリッ

クに切りかえていただくような勧奨をし

ております。 

 なお、摂津市におきましては、ジェネリ

ックの普及率は府下で３番目に高い状態

となっておりますので、ジェネリックに関

しては非常に普及効果が発揮できている

のではないかと思っております。 

 適正化のチェック機能、不正請求のチェ

ック機能というところでございます。医療

費の適正化、医療費のチェック機能という

部分につきましては、レセプト点検委託と

いうものを委託しております。その中で、

やはりルールに基づいた請求が行われて

いるか。例えば、単発だけで見るのではな

く、数か月で見たときに、適正に、ルール

どおりに請求はされているか。こういった

ところをチェックする中で、ルールどおり

に請求が出されていない部分については、

医療費の再審査請求というものをさせて

いただいて、医療費の適正化を努めており

ます。 
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 なお、平成２７年度につきましては、資

格点検、要は国保の資格じゃございません

よという形で請求が来ている部分３，６０

０万円、内容点検、中身に少し疑義がござ

いますと、ルールどおりの請求ではないで

すという部分で約１，４００万円の減額と

なっており、あわせて５，０００万円のレ

セプト点検の効果が出ております。 

 また、不正というところでは、最近柔道

整復なんかでテレビで報道等されている

ところでございます。これにつきましても、

療養費の適正化事業ということで、こちら

は不正という部分ではございませんが、あ

くまで療養費は適正に使ってくださいと

いうことで、回数が多い方、何か月も続け

て柔道整復に通い続けておられる方、そう

いった方に関してアンケート調査等をや

らせていただいて、適正な受診をいただく

ように保健指導もさせていただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 私の答弁を少

し訂正をさせていただきたいんですけれ

ども、先ほど、コンビニ収納の割合のご答

弁をさせていただいたんですけれども、こ

ちらの数字が、口座振替の率になっており

まして、コンビニ収納に関しましては、金

額の割合で見ますと１６％という形にな

っております。この１６％の件数でござい

ますが、平成２７年度、２万５，７７５件

ご利用いただいております。この中身につ

きましては、約３割の方が朝の早く、土日、

６時以降でご利用をいただいておる状況

でございます。申しわけございませんでし

た。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、今コンビニ収納

の代行の件に関してはご答弁いただいた

んですけれども、件数ですけれども、これ

は振り込み納付書が一人に当たり複数来

ますよね。それが一回振り込むと１件とい

う形なんですよね。そうすると、コンビニ

収納自身、やっぱりふえていっている状況

なのか、その点を教えていただきたいと思

います。 

 それと、ここで委託料の残額が出てます

けれども、この委託料というのは、件数に

１件に対して幾らという形で出している

ものなのか、その点を教えていただきたい

と思います。 

 退職の被保険者等の件ですけれども、予

算では少なく一応計算されて出しており

ます。それ以上だったということでありま

すけれども、なかなかその辺は難しいこと

だと思いますけれども、極力決算と乖離が

ないような予算をぜひ考えていただきま

すように、これはこれだけはなくて、全て

に関して数字が違うということは結局見

込み違いということになりますので、そう

いうふうなことがないようによろしくお

願いしたいと思います。 

 続いて、出産育児一時金ですけれども、

これもご答弁をいただきました。これも同

様ですね。見込みと違わないように計算を、

予算を組んでいただきますようにお願い

したいと思います。 

 健康診査の委託料ですね。特定健診と若

年者の件ですけれども、この部分は、今申

し上げている予算と違って、やはり目標を

持って健診率を上げていくというところ

で、予算に極力近づけていくような形で、

それが受診をしていただける率に上がる

となると思いますので、その点に関しては、

努力といいますか、上げるために今後どう

いうふうにしていくのか。その点は担当で
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お聞きしたいと思います。 

 そして、平成３０年度から実施される都

道府県化のところですけれども、これは平

成２７年度の決算で、もし可能なところが

あれば、もう少し教えていただきたいんで

すけれども。当初は保険料の一元化という

ことがあって、その一元化をされないとい

うふうなことも伺いました。その点、今後

どうなるかあれですけれども、今のところ

その辺はどういうふうになるのか、教えて

いただきたいと思います。 

 療養給付の件ですけれども、実際に私も

病院にかかって診察を受けて、その領収書

と診察を受けた内容を見ますと、結局患者

は実際にわからないというのが現状であ

って、医療機関から出された部分をそのと

おりかなということだけで受け取るんで

すよね。実際に、例えば入院なんか特にそ

うですけれども、かかっている点数を見て

もよくわからないというのが現状であっ

て、この点は、結局摂津市の市民の方が国

保に加入されている方であれば、全国のど

この医療機関にかかっても給付をすると

いうことになりますので、全国的な問題で

すけれども、でも、摂津市の病院以外にか

かっていても給付をしないといけないと

いうことですから、この点は全国的に医療

費の抑制といいますか、医療費の適正化を

進めていかなあかんと思うんです。私この

後期高齢に出させてもらったときに、向こ

うの議会で、その点を質問させていただこ

うと思ったんです。そしたら、ジェネリッ

クの部分は向こうの事務局の方が今もう

進めていますからというんですよね。ただ、

この部分の医療費に関して医師会と協議

をして、医療費抑制のために働いてもらう

というような質問をさせてもらいたいと

言うと、結局その事務局がストップといい

ますか、そこまでの機運が進んでいないの

でという返事だったんです。でも、そこを

何とかしていかなければならないと思い

ますので、市からも府に、また国に、また

市から医師会にも含めて、また摂津市の医

師会から府と国に、そういうような働きを

していただきますような、そういうふうな

働きかけもぜひとも考えていただきたい

と思います。 

 データヘルス計画をされて、チェックを

進めていくということでありますけれど

も、実際、例えば余りにも件数が多かった

りとか、医療機関が多いですから、実際に

医療機関にチェックに入るという部分と

いうのは、今現状としては、摂津市ではな

いんですよね。例えば行政側が入るという

ところが定期的に監査をするとか、そうい

うようなところがないのか。その点お聞か

せをいただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 コンビニ収納

に係ります件数の推移でございますが、平

成２５年度でございます。件数が２万６，

５３５件、平成２６年度が２万９，９９８

件、平成２７年度が先ほど申し上げました

２万５，７７５件で推移をしております。 

 委託料ですけれども、件数ベースで掛け

る単価という形になっており、この単価が

１件につき手数料５５円になっておりま

す。 

 また、決算の残額につきましては、平成

２６年の９月からシステムの変更いたし

まして、納付書に複数期別でできるように

なり、必然的に少し枚数が減っており、委

託料に残額が出ております。 

 金額で見ますと、平成２６年度と平成２

７年度のお納めいただいている保険料自
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体の金額としては、ほぼ１００％という形

になっておりますので、今回残額が出てい

るという形になっております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、私から、

健診の目標をもっと上げていく。目標を持

ってどういうふうに上げていくのかとい

うお問いでございます。 

 委員がおっしゃるように、健診が３０％

前後でずっと推移したままで、なかなか上

がってこない状況が続いております。平成

２７年度につきましては、保健センターで

は、これまではがきだけの予約でしたけれ

ども、Ｅメールでの予約を新たに導入して

いただいたり、受診勧奨ということで電話

勧奨等をしていっていただいております。

その中で、平成２７年度の状況を見ており

ますと、集団健診は増加しておるのですが、

逆に個別の健診が減少という形になって

おります。こういった部分を見ております

と、やはり個別の医療機関、医師会の先生

方の協力も働きかけながら、私らとしまし

ても、いろんな情報発信の仕方も、なかな

か健康意識というものをもっと高めてい

ただく必要があると思いますので、そうい

った意味で情報発信も高めていかなけれ

ばいけないかなと考えております。 

 都道府県化についてでございます。保険

料の一元化のお話でございます。 

 保険料につきましては、大阪府におきま

しては、統一料率ということで方向性が示

されております。統一料率をする理由とし

ましては、大阪府内一つの保険者、今後、

大阪府は加わって一つの保険者となる中

で、同じ所得、同じ世帯構成、こういった

ところで、現在それぞれ市町村によって保

険料が変わってくると。そのような状態で、

医療費に関しては支払いはどこに行って

も３割や２割で一緒ですと。そういう中で、

やはり一つの保険という枠組みに今度変

わりますので、そういった部分では料率も

統一していくべきであると。また、統一す

るに当たって、国などは市町村それぞれで

決めるような形でのガイドラインも示し

ております。しかしながら、医療費水準が

大阪においては非常に差が小さいという

ことから、統一料率ということで、方向性

が示されているところでございます。 

 医療費の適正化の部分で、医師会への働

きかけ等についてでございます。 

 少し大きな話にはなりますが、日本健康

会議というものが国レベルで立ち上げら

れまして、そういった部分で日本医師会も

参加される中で、いろんな目標を立てられ

ております。そういった中で宣言が８つほ

どされておられまして、インセンティブを

推進するような自治体をふやしていこう

と。重症化予防を取り組む自治体もふやし

ていこうと。そういった部分におきまして

は、本市も取り組んでおるところでござい

ます。 

 そういった部分で、健康保険組合等の目

標等もございますが、保険者、ジェネリッ

クの利用勧奨を高めていくと。こういった

部分も宣言として挙げられております。私

どもも、今回平成２７年度重症化予防事業

をさせていただく中で、医師会の先生方の

協力が必要不可欠でございましたので、そ

ういった部分で医師会に出向きまして、協

力のお願いをさせていただいて、事業を実

施させていただいたところでございます。 

 最後に医療機関のチェックの部分の部

分でございます。医療機関の監査等につき

ましては、市には権限がございません。こ

ちらにつきましては、府になってきますの
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で、大阪府で随時やっておられるというこ

とで聞いております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 そうしましたら、統一料金

の件ですけれども、大体どのぐらいになる

ようなものなのか、それだけ教えていただ

けたらと思います。 

 それで、国立循環器病研究センターが岸

辺のところにきて、予防医学ということで

進められるということでありますけれど

も、ある別の考えでは、医療機関が発達を

していると、療養の給付にかかる金額が多

くなるということも言われています。国立

循環器病研究センターが摂津市の近くに

来るということになると、そういうふうな

ことが反対に生じてこないのか。寿命が延

びて、さらに健康寿命が延びるということ

になればいいのですけれども、都市部にお

いては、やっぱり病院にかかる費用が多く

なって、地方は少ないというような都道府

県でもデータが出ています。これはなかな

か地方に行くと、医療機関にかかりにくい

から、医療費がかさまないというようなこ

とだろうと思うんですけれども、その点、

なかなか難しいと思いますけれども、そう

いうふうにならないように、ぜひとも考え

ていただきたいと思います。 

 摂津市では、平成２７年度、２１年ぶり

に実質収支と単年度収支が黒字という形

になったということでありますけれども、

それは実質収支と単年度収支が両方黒字

になったときに、今まではどちらかが赤字

で、どちらかが黒字だという形になってい

たと思うんですけれども、片やこれが赤字

だから、その赤字を黒字にするために、例

えば保険料を上げるとかいうようなこと

になっていたと思うんですけれども、２１

年ぶり実質収支と単年度収支が黒字にな

ったということで、今後その点、保険料も

含めて、それで会計自身がどういうふうに

なるのか、その点教えていただきたいと思

うんです。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、まず都道

府県化の保険料の水準がどのようになる

かというお問いでございます。 

 保険料の水準につきましては、現在、試

算を大阪府でやられておられます。今試算

用のデータを大阪府が集めている段階に

なっておりますので、結果としては、平成

２８年に確定しないようなお話を聞いて

おりますので、どのくらいの水準になって

くるかというのが未定でございます。現時

点でのデータをもとに試算をされるとい

うことでお聞きしておりますので、平成３

０年度につきましては、新たに国の財政支

援というのが全国規模で１，７００億円投

入されます。そういった部分は加味せずに

試算されるということですので、出された

としても、参考程度かなとは考えておりま

す。 

 続きまして、単年度黒字の部分で、２１

年ぶりということで、これまでも単年度で

は黒字、累積は平成７年からずっと続いて、

赤字が残ったままの状態で、最大７億８，

０００万円ぐらいまで赤字が膨らんだと

きもございました。この間、資格の適正化

や医療費の適正化、そういった部分で保険

料に転換しないように私どもも頑張って

きて、何とか収支の改善に努めてきたとこ

ろでございます。 

 今後の状況でございますが、来年度の予

算につきましては、今後、医療費の伸びと

か、毎年国といろんな拠出金関係が年末に

ならないと示されませんので、そういった
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部分を見据えて、予算は組んでいきたいと

考えております。 

 平成３０年度以降につきましては、逆に

広域化になってまいります。大阪府が保険

者として加わります。大阪府の役割という

のが、財政責任を担うというのが大阪府に

なっておりますので、基本的には赤字が出

ないような形で財政運用ができるという

ことで、広域化後はパイを広げる形で財政

運営はなされていく形になっております。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかに。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、１点目でござい

ますけれども、平成２７年度の予算を組む

際に、保険料の収納率の目標値を設定され

ていたと思うんですね。現年度分で９０％

で、滞納繰越分で１１．５％という目標が

立てられておられたと。きょう、決算の数

字をお聞かせいただいて、この数字自体は

達成をされていると思うんですけれども、

これは国であり府の交付金にいろいろ影

響があるというお話ではなかったかと思

っておりますが、平成２７年度の実績を受

けてどうだったのか、まずはその点お聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、レセプトの電子化の話でござ

います。 

 先ほどの森西委員の質問の中でも、資格

の適正化を進められて、およそ５，０００

万円の効果があったというお話があった

わけなんですね。このレセプトの電子化と

いうことによって、いろいろと効果がもた

らされるんだろうなと思うんです。例えば

一つ申し上げますと、重複受診ですよね。

あるいは、過受診といったらいいのか、多

受診といっていいのか、言葉がわからない

のですけれども、そういったことに対して、

実態はわかってくるんだろうなと思うん

ですよ。そこに対し、例えば保健師なりの

対応があったならば、平成２７年度ですよ

ね。そこについてもお聞かせいただきたい

と思います。 

 それと、所得を正確に把握できないケー

スというのがあったのか。これは保険料の

賦課にかかってくる話でございますので、

国保の場合には、そういった話もあるのか

なと思うんですよ。そういった場合にどの

ような対応をとられたのか、お聞かせをい

ただきたいなと思います。 

 それと、いろいろとお話をお聞きしてお

りますと、医療機関にかかる受診率は本市

の場合は低いと言われているそうです。た

だ、そのかわりに、１件当たりの医療費は

外来であろうと、入院であろうと高い傾向

にあると。こういったことについてもお聞

きするんですけれども、恐らく平成２７年

度もそういう状況になったのかなと思い

ます。このことについて、担当課として、

どのようにお考えなのか、少しお聞かせい

ただきたいなと思います。 

 それから、最後になりますけれども、平

成２７年度の新規事業で、ヘルスアップの

事業がございますよね。これは平成２７年

度から３か年のデータヘルス計画とも関

連する話なのかなと思っておりますけれ

ども、糖尿病性腎症の重症化を予防するん

だといったことで、糖尿病性腎症重症化予

防というところを出してきたのも、いろい

ろとデータを積み上げてこられて出てき

た決算なのかなと思っているんですけれ

ども、実際に平成２７年度でどのような取

り組みがされたのか。この点について、お

聞かせいただきたいと思います。 

 以上で１回目、お願いいたします。 
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○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、嶋野委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、収納率の目標のところで

ございます。収納率につきましては、平成

２７年度現年分で９０％は確保したもの

の、若干前年度を下回る結果となりました。 

 これと交付金の影響についてでござい

ます。交付金につきましては、国と府で特

別調整交付金というのがございます。その

中で、収納率だけではなく、あらゆる取り

組みを評価点数化して、その中で、国にお

いては上位市町村で１３市町村、府におい

ては全市町村が対象になりますが、基礎点

というものを設けられまして、それでＡ、

Ｂ、Ｃ評価をされて、基礎点以上の場合は

プラスをして交付金がいただける状況に

なっております。本市におきましては、平

成２７年度国の調整交付金におきまして

は、大阪府で１番の評価をいただきまして、

前年度、前々年度に引き続き、特別調整交

付金約６，０００万円を交付いただいた状

況となっております。 

 また、大阪府の調整交付金につきまして

も、Ａ評価という形で評価をいただきまし

て、基礎点にプラス加算した形で交付金を

いただいたという状況となっております。 

 続いて、レセプトの電子化についてでご

ざいます。 

 委員がおっしゃるように、重複、多受診

のところでございます。確かに電子化する

ことによって、非常に突合がしやすい状況

となりました。重複、多受診、こういった

ところで、平成２７年度の保健師の指導の

状況でございますが、これにつきましては

調剤ですね、たくさんの薬をもらっておら

れる方、ここの方について、一部まずご通

知をさせていただいて、多いですよという

ことで、それと、ご自宅へ訪問というのを

やらせていただいております。なかなか軌

道に乗ってはいない状況となっておりま

すので、やはりデータヘルス計画等でもそ

ういった部分も課題として見えておりま

すので、今後この辺をしっかり取り組んで

いかないといけないなと考えております。 

 続いて、所得の把握についてでございま

す。 

 国民健康保険については、前年度の所得

で保険料算定させていただく形になりま

すので、当然ながら、所得の把握というの

が重要となっております。通常、確定申告

されて、本算定が６月ですので、５月には

税情報を取り込んだ中で、所得の確認がで

きない方、この方については、データで抽

出させていただいて、申告をしてください

と。国保用の申告という形で、本来収入が

ゼロであれば申告する必要はないんです

けれども、国保を決定するに当たっては、

申告することで逆に保険料が軽減なりま

すよと。そういった部分も勧奨しながら申

告のお願いの、通知をさせていただいてお

ります。 

 また、本算定が終わった後も、９月にも

う一度、未申告の方をデータで抽出する中

で、申告をしてくださいということで、通

知を送らせていただいております。 

 少し数字は現在手元に持っておりませ

んので、数字はお答えできませんが、ご了

承ください。 

 医療費の受診率の部分でございます。確

かに、摂津市データヘルス計画の中で、や

はり１件当たりが高いと。何が言えるのか

なというところです。ふだん余り病院に行

かずに、悪くなって行かれて１件当たりが

高くなってしまうと。そういった部分が一

つの要因かなと考えております。そういっ
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た中で、データヘルス計画でいろいろ課題

を挙げた中で、どういうふうな保健事業を

していくか。例えば、特定健診の健診結果

が高いといった方については、ハイリスク

アプローチといいまして、一定電話や訪問

で早期の治療を促すようなアプローチを

しております。また、それ以外にもＣＫＤ

アプローチというものもやっておりまし

て、腎臓の治療が必要な方といった課題に

対して受診、治療を行っていただくような

アプローチをしております。 

 続いて、ヘルスアップ事業の糖尿病性腎

症の取り組みでございます。ここにつきま

しても、今の説明とつながってはくるんで

すけれども、データヘルス計画で、高い医

療費の疾病というものを分析する中で、人

工透析になられた方の治療費がどうして

も高い状態になっています。やはり、そう

いったところに至らないように、できるだ

け重症化を予防しましょうという部分で

糖尿病性腎症の方をピックアップ、リスト

アップした中で、予防事業に参加をいただ

くように、昨年度は８名の方にいただきま

した。ここでは主治医の先生の指示書をい

ただく中で、保健師が栄養指導やとか運動

指導、そういった部分で６か月間介入させ

ていただいたものとなっております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 いろいろとご答弁い

ただきましてありがとうございます。 

 まず、収納率のお話でございまして、国

の評価では、府下でナンバーワンであった

という話でございました。また、府におい

て、まずＡ評価をいただいたということで、

その結果として、特別調整交付金もしっか

りと歳入として確保することができたと。

今回のそういった努力の分もあって、財政

支援をしっかりとされたことによって、累

積赤字は解消といったことにも、結果とし

てなったのかなと思っておりますし、そこ

に至るまでに、いろいろと担当課として本

当に大変なご苦労をされてきたんだろう

なと思っております。そのことにつきまし

ては、素直に敬意を表したいと思っており

ます。 

 いろいろと答弁を聞かせていただいて、

レセプトといいますか、いろいろな情報を

データ化することによって、本当にいろん

な取り組みができるんだなということを

改めて感じさせていただきました。 

 例えば、特定健診を受診していただいて、

その結果として、この方に医療機関で一度

見てもらうのがいいだろうというような

ことになったと。確か実際にきたレセプト

を確認して、どうもこの人は医療機関に行

ってないようだということになってくる

と、そこでアプローチできるわけですよね。

このデータ化ということによって、そうい

った可能性も出てきたのかなというよう

に思っております。それは、先ほど課長が

おっしゃっていただいた受診率は低いけ

れども、１件当たりは高いというところで

すよね。私も、実は今、課長がおっしゃっ

ていただいたところが非常に気になって

おりまして、要は本来であれば、重症化す

る前に医療機関に行っていただいて、適切

に療養を受けていただくとか、あるいは、

運動療法にしっかり取り組んでいただく

ということによって、将来の重症化を防ぐ

という意味では大変に大きな取り組みで

あると思っております。そのことについて

は、やはり今後も保健師等の対応もあるの

かなと思っておりますが、ぜひしっかりと

対応していただきたいなと、これも要望と

して申し上げたいと思います。 
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 それと、逆に重複受診、あるいは多受診

ですよね。そこについては、特に調剤につ

いて、平成２７年度調べられたと。その結

果、いろんな少し疑問に思うところがある

ならば、数字を出されて、実際に自宅も訪

問されたというところでございます。これ

についても、まだまだ課題があるというお

話でありましたけれども、こちらの受診率

の低さとあわせて、ここはしっかりと取り

組んでいくということが、医療費の適正化

の継続ということでも重要になってくる

のかなというように思っておりますので、

その点についても、引き続き鋭意努力して、

取り組んでいただきたいなというように

思っております。 

 それと、所得の正確な把握についても、

いろいろとご苦労をされておられるよう

でございます。恐らく所得だけではなくて、

いわゆる所在地が不明といわれる、これは

資格の適正化とも関係してくる話なんで

すけれども、そういうケースもやっぱりあ

るのかなというように思います。少し話が

違ってきますけれども、個人番号ですか、

あれを通知する際にそこが非常に大きな

ネックだったと思っておりますけれども、

やはり国保においても、そういったところ

をしっかりと対応していただくことによ

って、これは医療費の適正化というよりか、

本当に公正な運営になっていくのかなと

いうのを思っておりますので、この点につ

いても、引き続きご努力をしていただきた

いと思っております。 

 それから、ヘルスアップ事業のことでご

ざいます。データヘルス計画が、確か３か

年の計画であって、平成２７年度は初年度

に当たったのかなというように思ってお

ります。この計画の私はすばらしいなとい

うところは、今回糖尿病性腎症の重症化予

防ということで、８名の方が実際にそのプ

ログラムに参加されたということですけ

れども、本当に個別でアプローチができる

というところは、非常にすばらしい取り組

みなのかなというように思っております。

ぜひ、今回この事例をしっかりと成功率に

上乗せいただいて、さらに新たな課題も出

てくるのかなというように思っておりま

すし、実際にいろんなデータを活用すると、

ピンポイントで見えてくるんだろうなと

いうように思っておりますので、ぜひしっ

かりとそういったところをつかんでいた

だいて、これからもこの計画をさらにさら

にブラッシュアップをかけていただいて、

取り組んでいただきたいなと、全て要望と

して申し上げて、終わらせていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、引き続き質問

をさせていただきます。私は、９年ぶりに

民生常任委員会に所属しますので、概略を

思い出すまで、理解できるように答弁をよ

ろしくお願いしておきたいと思います。最

初に、総論的、全体的なことになりますけ

ども、先ほど来、掘り下げた質問になって

いるんですけども、まず、平成２７年度の

国保としての取り組みとして、決算概要の

最初に書いてありますけども、摂津市国民

健康保険データヘルス計画を策定し、糖尿

病性腎症の重症化予防事業を実施しまし

たと。また、医療費の適正化、資格の適正

化、それから収納率の向上を柱に、国保財

政の健全化に取り組みましたということ

でございました。そういう結果に基づいて、

単年度収支は黒字ということで、実質収支

ですと２億６，０００万円ぐらいの黒字と

なっていますけども、先ほど、最初の説明
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もありましたいろいろ制度が変わりまし

たという話とか、それから、国の調整交付

金が大阪府下ナンバーワンになって、６，

０００万円でありましたとか、いろんな条

件があるんですよね。あと、後年度に国庫

負担金が精算されるということもあった

りと思うんですけど、だから、過去の感覚

では、丸々黒字と見てはいけないという見

方をしていたような気がするんですけど

も、この黒字になったことについて、どん

なふうに見ていけばいいのか。総論的に最

初に教えていただきたいと思います。 

 それから、次に不納欠損です。不納欠損

が平成２７年度では１億２，２３３万３，

９７６円ということで、これは収納済み額

との比率を見ますと、５．４２％というこ

とになっておりますね。まず、不納欠損の

概略で結構です。内訳、概略と、それから、

そうならないためにどのような努力をさ

れてきているかということと、あとは過去

との比較になるわけですが、ざっと出して

みましたら、平成２６年度は少し低くて、

今の収納済額と不納欠損の比率ですが、３．

９５％、さかのぼっていきますと、平成２

５年度は５．６１％、平成２４年度は６．

１３％といって、平成２２年度が一番多く

て１０．５９％となっています。全体的に

見ると、だんだん少なくなってきているよ

うな感じがします。いろいろ収納なり、先

ほどの収納率を上げるということについ

ても、コールセンターからさまざまな電話

をしたりとか、いろいろとご努力があった

と思うんですけども、そういうことも含め

て、不納欠損を減らすための努力、または

収納率を上げるということについて、平成

２７年度の結果について教えてください。 

 それから、３番目に、先ほど医療費総額

を下げるという取り組みの説明がありま

した。決算書の３３ページの中で、まず後

発医療費普及促進委託料、ジェネリックで

すよね。これはまずどこに委託をされて、

どんな方法でもって入れられたのかとい

うことの内容ですね。 

 それから、もう一つ、療養費適正化推進

業務委託料、これもどこに委託をされて、

どのような方法で適正化をされていかれ

たのかということ。 

 それから、もう一つ、ヘルスアップ事業

委託料、これも先ほど質問で答弁されてい

ましたけども、理解できるように委託先と

その業務内容を教えていただきたいと思

います。 

 それから、４番目、還付金のことです。

今レセプトの電子化をされて、いろんなこ

とがスピーディーにできるということで、

還付金の計算なんかも当然早くできるの

ではないかと思っているんですけど、相変

わらず大体３か月、それから冬やったら６

か月というところは変わってないようで

すけど、なぜ早くならないのかと不思議な

んですが、そのシステムがどうなっている

のかということの実態について教えてく

ださい。 

 それから、還付されなかった総額、金額

が少ない場合は、取りに来られない場合が

あるんですよね。２００円とか３００円と

か、バス代にもならんという場合は、とり

に行かないという方もおられるとか。毎月

やってはる方やったら、３か月分ためてと

かいうのがあるかもわかりませんけど、一

度その還付に来られなかった額が出てい

れば教えていただきたいと思います。 

 それから、国民健康保険料等収納推進員

賃金というのがあります。２５ページの目

１の賦課徴収費のところにありますが、国

民健康保険料等収納推進員賃金、このこと
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についてご説明をお願いいたします。 

 以上です。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、藤浦委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 平成２７年度の取り組みといったとこ

ろで黒字をどう見たらよいのかという、ま

ず１点目のご質問でございます。 

 黒字化につきましては、委員おっしゃる

ように、確かにこの額を素直に貯金ですと

いう形で見ていいものかというと、そうで

はございません。国保に関しましては、翌

年度精算、翌々年度精算という、１年とか

２年かけて精算するものもたくさんござ

います。平成２７年度につきましては、ま

ず黒字の要因としまして、医療費の伸びが

非常に低かったということが大きく上げ

られます。その中で、被保険者数の減少と

いうのも大きく絡んでおります。そういっ

た中で、医療費の伸びが非常に低かった部

分で、実は国から３２％の国庫負担金とい

うのもいただいておりますが、こちらにつ

きましても、平成２８年度になって、実績

をもって精算をさせていただく形になり

ます。平成２７年度前半から後半の伸びと

か、一定予測された中で、負担金をいただ

くんですけども、確定との差がどうしても

発生してきますので、今年度また補正等さ

せていただかないけませんが、５，０００

万円から１億円近い返還金が生じるもの

と考えております。 

 また、国民健康保険の会計の中でも、大

きなウエートを占めております前期高齢

者交付金というものがございます。約３０

億円程度の歳入だったと思いますが、こち

らにつきましても、年度当初にもう金額は

基本的に固まります。その中で医療費が変

動しようが、被保険者数が変動しようが、

その年度内の交付金額は変わりません。し

かしながら、２年後に医療費の実績、被保

険者数の実績をもとに精算がされて、過不

足、その年度の交付金に調整プラスとかマ

イナスされる形になります。これまで、給

付費がずっと伸び続けてましたので、この

間不足分ということで毎年上乗せして交

付金をいただいておりましたが、平成２７

年度あたりから、逆に２年後にまた追加で

いただけるような状況ではなくなってき

たのかなと見ております。他市の状況も聞

いておりますと、平成２７年度に逆に返還

に転じているというお声も聞いておりま

すので、こういった部分も、今後の収支に

影響してくるのではないかなと。 

 もう１点、黒字として、平成２７年度本

市に関しましは医療費の伸びが少ないと

いうことで、今ご説明させていただいたん

ですけれども、実は平成２７年度に非常に

高額な医薬品が保険収載されております。

Ｃ型肝炎、がんの治療費、非常に効果は高

い。しかしながら、がんの治療薬でいいま

すと、お一人１年間で３，５００万円かか

ると言われております。そういった治療費

や薬が立て続けに平成２７年度に保険収

載されたことによりまして、どうも他市を

聞いておりますと、医療費が非常に伸びて

いると。逆に、年度途中で補正をしなけれ

ば足りないということもお聞きしており

ます。本市におきまして、平成２７年度は

それほど影響がなかったのですが、平成２

８年度、そういった状況、特別会計に影響

が見え始めております。そういった中で、

平成２７年度、１億６，０００万円黒字化

となりましたが、引き続き、平成２８年度、

平成２９年度についても、なかなか財政基

盤が整ったというわけではないかなと見

ております。 
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 続いて、少し飛ばしまして、医療費を下

げるという部分で、ジェネリックに関して

委託先ですね。こちらにつきましては、国

民健康保険の連合会に委託をお願いいた

しております。 

 内容といたしましては、１件当たり１０

０円以上の差が出る調剤のレセプトです

ね。調剤請求の分からジェネリックに変え

ることによって、１件当たり１００円以上

安くなる方を抽出しまして、差額通知とい

うものをご案内しております。こちらにつ

いては、年３回お送りさせていただいてお

ります。 

 続いて、療養費の適正化についてでござ

います。 

 療養費の適正化につきましては、内容と

しましては、柔道整復の申請になります。

先ほどご答弁させていただいた部分と重

なりますが、柔道整復を何か月も継続して

通われている。また１か月当たりの日数が

１５日以上、非常に多いと。そういった方

を抽出しまして、傷病原因とか署名等をご

自身でされてあるのかと。そういった部分

をアンケートで確認をさせていただいて

おります。こちらにつきましては、レセプ

ト点検業者を入札で選定して、委託をさせ

ていただいております。 

 続いて、ヘルスアップ事業の内容でござ

います。 

 ヘルスアップ事業の内容としましては、

データヘルス計画の策定業務ですね。これ

が一つございます。データの分析といった

部分や計画の策定に当たってのいろいろ

な内容の整理ですね。そういった部分を委

託しております。 

 また、糖尿病性腎症重症化予防、ここに

つきましても、ヘルスアップ事業の中で委

託をしております。この内容につきまして

は、先ほどご説明をさせていただいたとお

り、重症化を予防するために、医療機関の

先生方と連携した中で保健指導をさせて

いただいております。こちらにつきまして

は、委託先でございますデータホライゾン

という業者で、重症化予防が非常に先駆け

であった呉市で、受託をしていた業者でご

ざいまして、本市におきましても、その業

者に委託をさせていただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 収納推進員賃

金と不納欠損について、ご答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、収納推進員の賃金でございますが、

非常勤職員の方に２名に従事をしていた

だいております。 

 業務の中身でございますけれども、窓口、

電話等での軽微な納付相談であったり、職

員の事務補助、あとは所得の申告の勧奨な

どを電話等でやっていただいております。 

 続きまして、不納欠損でございます。不

納欠損は、数字は決算には出ておるんです

けれども、おおよそ約２，０００世帯の方

がこの不納欠損の額の中身になっており

ます。 

 内容なんですけれども、不納欠損でござ

いますので、保険料の過年度分になってお

ります。 

 どういった方が対象となっているのか

と申しますと、管外転出をされて、既に喪

失されてる方であったり、社会保険に加入

をされて資格を喪失された方という形が

数多くいらっしゃいます。不納欠損をなく

すような取り組みにつきましては、やはり

滞納者の方と、アポイントをとって、納付

相談をさせていただくんですけれども、こ
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の管外転出をされた方とか、社会保険に加

入をされて資格喪失された方というのが、

なかなかこちらもお電話であったり、ご訪

問もさせてはいただいておるんですけれ

ども、なかなか接触をとりにくくなってお

りますが、今後も引き続き継続して、電話

なり訪問はやっていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 １件、還付金の計算

というところがもれておりました。 

 高額療養費に係る支給のご案内に関し

てのご質問でございます。 

 高額療養費につきましては、医療機関か

らの、レセプトをもとに自己負担が、それ

ぞれの世帯の所得額の上限額を超えてい

る方を抽出した中で、高額療養費が出ます

よということで、ご案内をさせていただい

ているものでございます。ここにつきまし

ては、電子化になって、何とか早くならな

いかというころなんでございますが、紙の

ときと同じように、医療機関がどうしても

月で締めて、翌月に国保連合会に請求を回

します。そこで連合会が内容の審査、レセ

プトの審査をして、その中で、各保険者に

診察済みのレセプトを送るという流れに

なっておりますので、電子化になったこと

によって早くなるという流れにはなって

おりません。 

 もう１点、ご案内した中での申請されて

いない金額でございますが、ここにつきま

しては、申しわけございません。集計はい

たしておりません。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時１８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 補足答弁を求めます。 

 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 不納欠損額の

平成２６年度と平成２７年度の比較でご

ざいますが、平成２６年度の金額は、９，

２９６万８，７２２円となっております。

平成２７年度と比べますと、平成２７年度

が少しふえているという形になっており

ます。 

 この要因でございますが、基本的には私

ども現年の保険料を優先にお納めいただ

くように納付相談を行っておりますので、

保険料の料率の改定等の影響もございま

して、少し過年度分に回す部分が少なくな

ってきており、少し不納欠損の額も大きく

なっているという形でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 答弁をいただきました。 

 まず、１番目の総論的なところですけど、

やっぱり以前思ったように、昨年度だけの

黒字額を見るのではなくて、ことしや来年

に随分影響することも考えて認識をしな

いといけないということでございました。 

 ということで、今後しっかりと注視をし

ていきたいと思いますし、また担当課とい

たしましても、その辺しっかりと踏まえた

上で健全な運営をお願いしたいと思いま

す。特に、保険料を何とか現状を据え置け

るような形でお願いしておきたいと思い

ます。 

 そこで、先ほど来、平成３０年４月から

国保の広域化という話が出ていまして、こ

れは一番これからの大きな問題点になり

ますが、先ほど保険料はどのくらいだとい

うことで質問もありましたけども、なかな

かきっちりしたものが出せないだろうと
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いうことでございました。 

 そこで、摂津市の今の大阪府下での保険

料がどのくらいの位置にあるかというこ

とについて、答えていただきたいと思いま

す。 

 それから、不納欠損額についてです。 

 ２，０００世帯ほどあって、社保に加入

された方とか管外に転出された方という

ことでございましたけども、何年間かで時

効ということになるんだろうと思うんで

すけど、やっぱり飽くなきしっかりと執念

を持っていただいて、支払うべきものは支

払ってもらうという、これ公平性の問題で

もありますので、しっかりお願いしたいと

思います。 

 その上で、今、繰り越しなんかで滞納に

なっている方たちに対する収納の勧奨は

どんなふうな取り組みをされているのか。

先ほど聞いたと思いますけど、抜けていた

と思いますけど、これ答えていただきたい

と思います。 

 それから、保険料を下げる取り組みとい

うことで説明いただきました。 

 いろいろ努力をして、そして何とか保険

料を下げようということでご努力をいた

だいていると思います。一方で、先ほど課

長からもありましたけども、最新の抗がん

薬、１人で３，５００万円も使ってしまう

ような高額な医薬品なんかも出てきてい

るということで、そういう意味では医療費

が少なかったというのは、ある意味ではた

またまだったかもわからないような、そう

いう感覚を私は持ちましたけども。しかし、

一方で医療費の下げる取り組みについて

もしっかりとお願いをしたいと思います。 

 その上で、いろいろほかにも、今のヘル

シーポイント事業なんかも活発にやって、

そして健康で、なるだけ医療費も使わない

でもいいように健康で長生きということ

で目標にしておりますので、こういうもの

とうまいこと何か組み合わせることがで

きないかとか、いろいろアイデアも出して

いただきながら、さらに医療費が抑えられ

るような取り組みをお願いしておきます。

これは、要望といたします。 

 それから、還付金のお話ですけども、な

かなか早くならないということについて

は余り理解ができませんが、慎重に見れば、

そうなるのかもしれませんけどね。 

 私が問題にしたいのは、だから還付に応

じない方の、低額の還付金なんかはやっぱ

り本人のもとへ戻すべきだということを

問題視していましてね。何か、これなんか

もアイデアがあれば、できないかと思うん

です。例えば、もらいに来られなかった方

の分を来年度の保険料から天引きすると

かね。 

 もしくは、郵便小為替がありますよね。

課が違いますけど、市民課には郵便小為替

で住民票などの請求が来るんですね。ご存

じですか、郵便小為替は。５０円刻みでや

っていますけど。ああいうもので、市民課

のものを交換してもらって当人のところ

に返してあげるとかということも、私は簡

単にそういうように思ったりしますけど、

何か本人の手元に返すことができないか

と思いますけど、これは検討いただきたい

と思います。これは、要望としておきます。 

 それから、国民健康保険料等収納推進員

賃金ですが、これはわかりました。私もも

っと違う方のことかなと思っていました

が、これは理解いたしました。 

１点だけお願いします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 そうしましたら、１

点目の摂津市の現在の保険料の水準とい
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うところでございます。 

 保険料の比較をさせていただくに当た

って、料率で比較する場合と１人当たり保

険料で比較する場合、この２点の比較の仕

方がございます。 

 ただ、摂津市で言いますと、保険料率に

ついては府下では低い位置にございます。

これの一つの要因としましては、所得水準

が国保の所得という意味では大阪府内で

摂津市は高いほうであると。そういった意

味で、保険料の所得割料率は低い位置にあ

ります。もう１点、法定外の繰り入れによ

り抑えているという部分もございます。 

 片や、１人当たり調定、そこで見ますと、

逆に府下の平均より高い位置となってお

ります。ここにつきましても、やっぱり同

じ料率であっても所得の高い方が保険料

が上がるという部分が出てきますので、そ

ういった部分や、こちらも所得が関係して

くるのかわからないですが、低所得者の方

に保険料の軽減がかかります。そういった

割合等も関連してくるのではないかなと

思いますが、１人当たり保険料の額で見ま

すと上位の位置にある状況になっており

ます。 

○上村高義委員長 大西課長代理。 

○大西国保年金課長代理 不納欠損の分

で滞納繰り越しの収納対策についてどう

しているのかというお問いについてお答

えさせていただきます。 

 収納対策に関しましては、現年の保険料、

過年の保険料、こちらどちらに関しまして

も、一定の納期限を過ぎますと督促状と催

告書という形でご通知をお送りさせてい

ただいております。 

 その中で、平成２７年度の新たな取り組

みといたしまして、現年の初期のうっかり

忘れの方に対しまして、コールセンターで

もアプローチをさせていただいているん

ですけれども、従前でしたら催告書という

納付書１枚をお送りさせていただいてい

るんですけれども、その中に文書で「お忘

れでございませんか」というような通知文

を新たにつけ加えて勧奨を図っていると

いうところでございます。 

 滞納分についてでございます。こちらに

つきましては、やはり過年の分ということ

ですので、いろいろ滞納者の方も生活状況

等々、背景がございます。そちらに一定窓

口に来ていただいて、担当者がころころ変

わってしまいますと、従前お話しいただい

ていたことを余り理解していないのかと

かという、多少のトラブルにもなったりも

しますので、こちらも平成２７年度から、

数は限られてはおるんですけれども、個別

に担当をつけまして、点での相談ではなく

て線での相談をするようにしまして、過年

度分の滞納解消を図るようにさせていた

だいているというところでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 不納欠損というか、徴収

のお話ですけどね。私は、最初の質問のと

きに、徴収員というのは昔、訪問をして、

家庭訪問して徴収する人がいてはりまし

たね。あの人がまだいらっしゃるのかと思

って質問もしたんですけども、もうその制

度はなくなってしまったんですよね。そう

いうことで、これは行き過ぎた勧奨になっ

てはあきませんけども、血の通った対応の

中で、できるだけ収納率を上げていただく

ということで要望しておきたいと思いま

す。 

 それから、国保の広域化についての話で

すが、１人当たりにすると府下平均率は高

いということですけども、だから大阪府の
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保険料が真ん中辺という平均でとったと

きには、摂津市はそれよりも下にあるとい

う認識をしていましたが。ということは、

上に上がるん違うかということになるん

ですけどね。 

 上がらなかったら全然問題ないんです

よ。下がるのだったら全然問題ない話なん

ですが、上がるということについては、こ

れは非常に敏感なお話になりますし、その

辺は、これは時間がありますから、しっか

りと府とも交渉をしながら、また国にもい

ろいろ要望ができるようであれば、あわせ

て要望していただいて、後期高齢者のとき

なんかですと、基本的には保険料は下がる

という設定の下で始まった経緯がありま

すけどね。これ、もし上がるということで

あると、それは当然市民も反対をすると思

うんですよ。混乱すると思いますしね。 

 だから、よくよくその辺も国に要望もし

たり、また府とも交渉もしたりして、でき

るだけ保険料が上がらないようにという

ことを要望しておきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○上村高義委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 次、増永委員。 

○増永和起委員 国民健康保険特別会計

の質問をさせていただきます。 

 今までもお話に出ていましたけれども、

平成２７年度から保険財政共同安定化事

業交付金の１円化が始まりました。この制

度のざっくりした説明と、これによって摂

津市がどのような影響を受けているのか。

拠出金と交付金を見ますと、拠出額が２億

円ほどですかね、多くなっていると思うん

ですけれどもね。これについて教えていた

だきたいと思います。 

 それから、この平成２７年度は平成２６

年度に次いで国保料の値上げをした年だ

ったと思います。平成２６年度の値上げは

約９，０００万円ほどの保険料値上げだっ

たかなと思うんですけれども、平成２７年

度は当初の値上げ幅を、補正を組んで６，

０００万円ほど抑えて、でも値上げをした

ということだったと思うんです。１人当た

り何ぼというのは前に数字をいただいて

いるので当初どのくらいの値上げを考え

ていて、補正後の値上げについて全体の規

模を教えていただきたいと思います。 

 それから、今回の黒字になった要因とい

うことで、先ほどからも出ていますけれど

も、保険給付費が下がったと。今までは上

っていたわけですけれども、それが去年よ

りも引き下がったと。それも、かなり下が

っていますよね。予算との乖離が５億４，

０００万円ぐらい出ていると思うんです

けれどもね。 

 努力であるとか、いろいろ言われていま

すけれども、私は去年、保険給付費がこん

なに伸びていくはずはないんではないか

というお話はさせていただいたと思いま

す。これは、摂津市に限りません。国保の

加入者が減っています。７５歳以上の方は

後期高齢者にずっと行かれるわけですか

ら、医療給付が非常にかかるところという

のは後期高齢者に移動していくわけです

よね。国保加入者そのものは少なくなって

きていっていると思います。 

 さらに、先ほどからお話がありましたよ

うに、老人医療ですね。退職者の被保険者

国民健康保険料に対応する部分として、こ

れも減るんですけれども、給付費の中で、

今のお話の中でもこれが減っていて、予想

したよりも減りましたというお話だった

と思います。退職被保険者等療養給付費、

ここですよね、これが少なくなっていると
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いうことをおっしゃっていたと思うんで

すけれども、この分についても、これはも

う予測をされる内容で、どんどん減ってい

く部分ですよね。予測よりも大きかったと

いうのはわかりますけれども、それにして

も５億円以上の予算との差というのは、こ

れは一体どういうことなんでしょうかと

いうことについてお聞きをしたいと思い

ます。 

 第１回目、それだけです。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 そうしましたら、増

永委員のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 １点目、保険財政共同安定化事業、ここ

の１円化の内容、制度の概要ですね。それ

と、影響額についてでございます。 

 制度の役割としましては、市町村の保険

料の平準化や財政の安定化を図るため、１

円以上の医療費について、府内で保険者が

拠出した財源で保険者間の負担の調整を

行うものとなっております。これまで３０

万円以上の医療費を対象として調整され

ていたものが、平成２７年度から１円以上

の医療費を対象とすることによりまして、

大幅に拠出額がふえております。 

 平成２７年度の実績で申しますと、予算

で約２５億５，８００万円の拠出に対して

交付が２３億２，６００万円、差し引きで

申しますと２億３，１００万円の拠出が大

きかった、持ち出しが大きかったという形

になっています。 

 ここにつきましては、激変緩和措置とい

うものが大阪府でとられておりまして、そ

の激変緩和としていただいておるのが１

億６，３００万円いただいております。差

し引きで申しますと、影響額６，７００万

円という形でなっております。 

 ここにつきましても、当初、収支差１億

５，３００万円で予算を見込んでおりまし

た。ここについては、平成２５年度の実績

をもとに府が試算した結果で計算したも

のとなっておりますが、結果としては収支

差、約７，８００万円ほど持ち出しがふえ

た形になっております。 

 これにつきましては、給付費のところに

つながってくるんですが、平成２７年度、

摂津市の給付費の伸びが非常に低かった

と。他市は非常に医療費が伸びていたとい

うところで、この収支差が平成２５年度の

試算と比べて大きくなった要因かなと考

えております。 

 平成２７年度の保険料の規模でござい

ます。総額で申しますと、当初予算でござ

いますが、給付費や拠出金の増加に対応す

るため、一般保険料でございますが、前年

度で９，４００万円の増としておりました。

その中で、４月に繰出金の通知が国から出

されまして、補正を行った中で６，０９３

万円の保険料の減額をさせていただいて、

結果として差し引き約３，４００万円の増

となったものでございます。 

 給付費の伸びについてでございます。給

付費の伸びにつきましては、これまでの保

険給付費の動向、被保険者の動きと給付費

の両面から推計して予算の見積もりをさ

せていただいております。どうしても被保

険者数は減少傾向にございましたことか

ら、総額で見積もるのではなく、１人当た

りで見積もった上で、人数も加味して総額

の予算を計上させてもらっております。 

 一般、退職を合わせた１人当たりの給付

費で、前年度の増加額の推移を見ておりま

すと、平成２４年度は１万６，０００円、

前年度に比べて伸びておりました。平成２

５年度は８，５００円、平成２６年度につ
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いては１万８，０００円と、毎年大きく給

付費については伸びておる状況でござい

ました。 

 そのような中で、平成２７年度におきま

しても、一般の被保険者の療養給付費でご

ざいますが、約４．８％の伸びを見込み、

被保険者数の減少も加味した中で、総額と

しては２．２％の増として予算計上をした

ところでございます。 

 しかしながら、平成２７年度決算におき

ましては１人当たりの給付費が約１．５％

の増と予想を下回ったことと、被保険者数

の減少という部分が重なりまして、不用額

が生じたという結果になっております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 １円化によっていろん

な給付費が突然ふえるとか、そういうこと

をカバーしてもらえる制度なんだと理解

をしていたんですけれども、マイナスの影

響も非常にあるということが今回よくわ

かりました。 

 この激変緩和がなかったら、そのまま２

億何がしが摂津市の保険料に反映してき

たというようなことなのかなとも思いま

すので、この制度に関してしっかりと、や

はり市民の立場に立ってどうなのかとい

うところでは検討をしていただきたいと

思っています。激変緩和がなくなってしま

うということでは、本当にこういう制度が

制度を脅かすということにもなりかねま

せんので、ぜひそこのところはしっかりと

意見も言っていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 それから、今、値上げ幅のお話がありま

した。当初の２０１４年度、平成２６年度、

この９，０００万円の値上げがあったとき

に、やはり本当にたくさんの方々から、国

保が上がって払えなくて大変だというお

声をいっぱいお聞きしました。 

 その年は、国で法定軽減の枠を広げて、

低所得の方々には保険料を下げようとい

う動きが国であったわけですね。ところが、

摂津市が国民健康保険料の値上げをした

ことで、その新たに広がった枠の中に入り

ながら保険料が上がったという人もいて

はったわけです。ましてや、保険料の低所

得の軽減措置の中に入らなかった人たち

は、もろにその値上げをこうむって大変や

ったんですね。 

 ２年目になるときに、もう値上げをして

ほしくないという声をたくさん署名用紙

に書いて、集めて、提出もされていると思

うんですけれども、さらにやっぱり値上げ

をするというような当初予算。確かに、補

正を組んで値上げ幅は抑えられたかもし

れませんけど、市民にとっては２年連続の

値上げがあったんですよ。決算を見てみる

と、２年連続、単年度で大きな黒字が出て

いるわけですね。 

 しかも、累積赤字を解消してしまったわ

けですよ。累積赤字というのは、どこかに

借金して残しているということではなく

て、自転車操業をしているというだけで、

それによって何かどこかに迷惑がかかっ

ているかというたら、そうではないわけで

すから、今までずっと何年間も約４億円の

累積赤字があったわけですけれども、それ

を殊さらにそれによって大変な問題が発

生したということはなかったわけです。と

ころが、市民の懐を痛めて、それはもう解

消してしまった。 

 今回、黒字になっているわけです。私は、

やはりこの部分は市民に取り過ぎた分と

してお返しするということが非常に大事

ではないかなと。国保料の来年度の値下げ

をぜひ検討していただきたいと思います。 
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 医療費の伸びは、それほど大きく伸びる

ということはなかなかないと思います。摂

津市は、医療費の給付費をずっと伸びてい

くような形で予想をされてきたと思うん

ですけれども、見てみますと２０１０年の

予算と決算の保険給付費の差額は１億４，

０００万円ぐらいなんですね。そこからど

んどん差額は広がってきて、２０１４年で

２億３，０００万円ぐらいになっているん

です。 

 そのときに、医療費はそんなに伸びませ

んという話を私はさせてもらったと思い

ます。もっと、医療費の伸びがこんなにな

るわけがないんだから、そういう取り過ぎ

の予算をつくって国保料値上げというの

をやめてほしいという話をしたと思うん

ですけれども、そうしたら確かに伸び幅は

抑えはりました。今言ったお話の説明で、

そうですね。しかし、何と保険給付費が下

がってしまったわけですよね、今回ね。や

っぱりこれをきちっと土台にしていただ

いて、来年度の予算をつくるときには考え

ていただきたいと。それによって保険料が

引き下がるという予算をぜひ組んでいた

だきたいと思います。 

 今まで、累積赤字解消のための値上げは

しませんというご答弁を何度もいただい

てきました。しかし、現実には予算では見

積もり過ぎで市民の保険料を上げて、それ

によって累積赤字が解消されたという結

果になっていると思います。そうではなく

て、やはりきちっとした計算をして保険料

を引き下げるということを来年度はぜひ

していただきたいと思います。 

 さらに、法定外の一般会計繰り入れの部

分も、これも減らしていこうというふうに

流れができているんだろうなと、平成２８

年度ではそういうふうになっていると思

いますけれども、法定外繰り入れというの

は法に背いて繰り入れているということ

ではありません。法定外という言葉で、何

となくやったらあかんようなというイメ

ージが広まっているとは思いますが、そう

ではなく、本来、一部負担金免除であると

か、国保法に基づいてやるべきことに対し

て財源を一般会計から繰り入れていると

いうだけのことで、出産一時金などについ

ては法定内ということになっていますよ

ね。そこのラインは、ただ法定として書か

れているか、書かれていないかということ

だけで、市がやるべき内容だということに

ついては、法定外もそのまま、そのとおり

なんですよ。 

 ですから、ここを引き下げたり、保険料

軽減のための摂津市の繰り入れというの

も非常に意義のあるもんだと思いますの

で、これを減らしたりしないで、ここはし

っかり充実させて、今市民がこの不況の中

で苦しめられているわけですから、それは

支えていっていただきたいと思います。 

 消費税も増税をさらに延期せなあかん

ような今経済状態だということになって

いると思いますので、摂津市の国保料、据

え置きではなく、引き下げるように、ぜひ

していただきたいと思います。 

 府内統一化の話がいろいろ出ておりま

した。累積赤字の解消や法定外繰り入れを

認めないと、大阪府は府内統一化について

言っています。 

 これは、私は保険者というのは、先ほど

の説明でもありましたように、都道府県と

市町村と両方が法的にはなされているわ

けですね。国は、都道府県は大きな全体の

収支について、財政について見なさいと。

それぞれの市町村で細やかな目配りをし

て、保険料率がどうとか、それから収納を



- 60 - 

 

どうするとか、いろんな問題については市

町村がしっかり責任を持ちなさいという

ふうに言っているにもかかわらず、大阪府

は非常に乱暴な府内統一化みたいなこと

を言い出していますが、これに対してはや

っぱりきっぱりと摂津市民の立場に立っ

て物を言っていただきたいと思います 

 先ほど藤浦委員から、やっぱり保険料が

引き上がるなどということは市民にとっ

てよくないというお話やったと思います

けれども、私もその点は本当に賛同いたし

ます。 

 今、大阪府が考えているのは、今の保険

料を全体足して、数で割って平均を出す、

こういうやり方ではありません。それぞれ

が抱えている累積赤字であるとか、法定外

繰り入れであるとか、そういうものを一切

除いた形での府内統一化ですから、国保料

の値上げは、これはもう必然やと思います

し、ほとんどのところがそうなっていくん

ではないかと思います。 

 ですので、摂津市の市民のためだけでは

なく、大阪府下の国保加入者のために、ぜ

ひそこについては意見を言っていただき

たいし、摂津市の減免制度や一部負担金免

除の制度、非常にきめ細かくやっていただ

いています。先ほども滞納者の方々にも寄

り添った対応をしていただいていると思

っておりますので、それが生かせないよう

になって、ただただ数字が決まって、払い

もできないのに、さあ払えと言われるとい

うような、そういうふうなやり方をせざる

を得ないということになれば、それは職員

の方も非常に心が痛む問題やと思います

ので。 

 国の都道府県化、これは法律ですから、

のっとってやらざるを得ないとしても、大

阪府のやろうとしている府内統一化とい

うのは、これは法的に決まったとか、そう

いうものではありません。保険者は、あく

まで市町村のことに関しては摂津市が権

限を持っていると思いますので、そこにつ

いては、最悪、大阪府がそれでやると言い

放ったとしても、権限は摂津市にあるわけ

ですから、摂津市の保険料を決めることは

できるわけですから、そこはぜひ頑張って

いただきたいと思います。 

 来年度に関しての国保料の見解をお尋

ねします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、多岐にわ

たるご指摘の中で、来年度の保険料につい

てでございます。 

 私どもも、給付費に関しては伸びをしっ

かりと見込んだ上で、来年度に反映してい

きたいと考えております。 

 ただ、その中で保険料につきましては給

付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金

分と、この３本を足して保険料として今い

ただいております。どうしても、市町村と

しての努力がきく部分については医療給

付費分、ここについては何とか市町村の努

力として引き下げを頑張っていくことは

できるんですが、後期高齢者支援金、介護

納付金につきましては、制度を支えるため

の拠出になっております。後期高齢者の

方々の被保険者数が伸びていく中、やはり

ここは毎年国から示された額を納めなけ

ればいけませんので、こういった部分では

なかなか市単独で保険料を抑えていくの

は厳しい状況かなとは考えております。 

 いずれにしましても、原課としましては

今後予算の編成過程における給付費の見

込みをしっかり見込ませていただく中で、

来年度の保険料についてはできるだけ負

担にならないように頑張っていきたいと
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考えております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 来年度に関してという

お話で、できるだけということでした。 

 確かに、後期高齢者とか、いろいろそう

いう部分に費用が出てくるということは

よくわかりますけれども、相対として保険

料が下がったなと市民が言っていただけ

るようにぜひ頑張っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、認定第８号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者医療制度の

特別会計について質問をいたします。 

 後期高齢者の方々、７５歳になったら、

摂津市のそれまで国保に加入しておられ

ても、また違う医療体制というか、制度に

入っていかれます。それまで、摂津市の国

保でいろいろ心を砕いてやられてこられ

たさまざまな施策が活用できないという

ことにもなっていると思います。 

 一部負担金免除の制度、摂津市はこれを

しっかり使って、お金の心配なく病院にか

かってもらう、診療ができるということを

努力していただいていますけれども、後期

高齢者はそうではないと思いますので、こ

の一部負担金免除を摂津市で使われてい

る方、人数を教えてください。 

 それから、資格証が発行されている方は

何人でしょうか。 

 それと、保険料の滞納で差し押さえをさ

れている方がいてますでしょうか。ここに

ついても数字を教えてください。 

 それから、後期高齢者の方々の中には、

社会保険の家族だった方で特例軽減にか

かってはる方がいらっしゃると思うんで

すけど、今度それが外されようとするよう

なことも出てきております。何人ぐらいい

らっしゃるのか、教えてください。 

 以上です。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、後期高齢

者医療制度に係ります４点のご質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、一部負担金減免の対象者数でござ

います。平成２７年度で申しますと、申請

人数が１件、承認も１件となっております。

内容としましては、災害によって減免の適

用を受けられたという状況になっており

ます。 

 資格証の件数でございます。資格証につ

きましては、平成２７年度、これは制度創

設以降ですが、発行はいたしておりません。 

 続いて、滞納処分、差し押さえの件数で

ございます。差し押さえの件数につきまし

ては、済みません、お待ちください。 

 先に、そうしましたら、特例軽減の件数

を先にお話しさせていただきます。 

 特例軽減の件数でございます。直近のデ

ータになってまいりますが、平成２８年度、

先日、１０月２０日時点で締めた対象者数

になっております。９割軽減の方が１，９

８０人、８．５割の軽減の方が８２２人、

これまで扶養であった方、被扶養者であっ

た方が２４４人、人数としましては以上と

なります。 

 差し押さえ件数でございます。平成２７

年度、件数としましては１件、差し押さえ

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 
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○増永和起委員 ありがとうございます。 

 一部負担金の免除の制度、わずか１件と

いうことでびっくりしました。しかも、災

害だけ。そうですね。摂津市の一部負担金

免除の制度は、低所得であるとか、そうい

う場合にしっかり使える制度になってい

ますけれども、後期高齢者にいくと、災害

と、どうしてそうなのかはわかりませんが、

失業とか、そんなことはなかなかレアなケ

ースにしか使えないことになっておりま

す。 

 本来だったら、お金の心配なく、まず医

療にかかっていただくことが、医療費の給

付費も抑えられることにつながるものだ

と思うんですけれども、そうはなかなかな

っていないということで、ぜひ一部負担金

免除の制度、摂津市の国保並みに使えるよ

うに、後期高齢者医療制度にも声を上げて

いただきたいと思います。 

 それから、資格証は発行していないとい

うことで、これは摂津市の姿勢だと思いま

す。これからも、ぜひそういうことでお願

いしたいと思います。 

 差し押さえは１件ということで、本来な

ら差し押さえ、７５歳を過ぎた方ですので、

そういうことについては控えていただき

たいと思うんですけれども、その辺は個別

の事例になると思うので今回聞きません

が、寄り添った対応をぜひお願いいたしま

す。 

 後期高齢者医療制度そのものが、本当に

７５歳以上の医療費のかかる人たちを囲

い込んで特別な医療制度をつくってしま

ったということで、私たちは反対をしてい

るところです。そのための費用も、先ほど

から話がありましたように、国保の加入者

であるとか社会保険の加入者であるとか

国民に負担をさせるということで、どんど

んその負担額も大きくなってきていると

ころです。 

 そういう意味からも、やはりこれから高

齢者の方がふえる中で、消費税の値上げを

していたときには社会保障費に全額使う

と言いながら、その費用はなかなか社会保

障費に回ってきていないと。今回、減免制

度、軽減制度をされている方々に対しても、

それを外して保険料負担を重くのしかけ

ていく。また、医療費の窓口負担なども引

き上げていく。こういうことを今、政府は

行おうとしていますが、私たちはこのこと

に対しても反対をしていっていますし、市

からも高齢者の皆さんが健やかにしっか

りと健康で生きていけるような、そういう

国民皆保険制度のその気持ちを後期高齢

者の制度に対しても言っていただけるよ

うにお願いいたしまして、要望としておき

ます。 

○上村高義委員長 ほかにないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後３時５９分 休憩） 

（午後４時 １分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、決算概要に沿っ

て進めさせていただきます。 

 まず、２５０ページですけれども、地域

密着型介護サービス給付事業ですけれど

も、地域密着型のサービスの整備計画とい

うのが、かがやきプランと同時に３年計画

でつくられていると思います。平成２７年
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度は最初でありまして、そこでは、今募集

をかけられていまして、認知症対応型共同

生活介護、介護小規模多機能型居宅介護、

そして地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護ですね。 

 平成２７年度には、その整備計画、整備

をするという計画がなかったと思うんで

す。この三つが平成２９年度整備というこ

とでされていて、当初は介護小規模の多機

能型住宅介護は平成２８年度整備という

ことになっていて、それで平成２９年度と

いうことになっています。地域密着型の介

護老人福祉施設の入所者生活介護も平成

２８年度の計画になって、平成２９年度、

今回ということでありますけれども、これ

は、以前から地域密着型というのは安威川

以北でということで計画をされていまし

ても、なかなか手を挙げていただける事業

者がなかったというところでありますけ

れども、その点について担当としてはどの

ようにお考えなのか、お聞かせをいただき

たいと思います。 

 その下ですけれども、施設介護サービス

給付事業ですけれども、平成２７年度に特

別養護老人ホームは、要介護３以上の方の

入所ということになりました。 

 現在、摂津市内においての特別養護老人

ホームの待機状況が平成２７年度におい

てどういうふうなことであるのか、お聞か

せをいただきたいと思います。 

 ２５４ページですけれども、介護予防・

生活支援サービス事業、これ新規の分です

けれども、負担金が出ています。済みませ

ん、中身を教えていただきたいと思います。 

 この決算概要のところにも、平成２９年

度は予防給付の一部が市町村の地域支援

事業へ移行し、新しい介護予防・日常生活

支援総合事業として始まります、というこ

とで書かれていますけれども、この関連が

あるのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 その下ですけれども、在宅医療・介護連

携推進事業ですね。ここの中身も教えてい

ただきたいと思いますし、今申し上げた、

平成２９年度から始まる、というこれに関

連するものなのか、教えていただきたいと

思います。 

 そして、もともと厚生労働省が当初はゴ

ールドプランで在宅介護を進めていくと

いう計画が、それが崩れて施設介護になっ

てしまい、そして、また施設介護から在宅

介護にという方向で進まれていますけれ

ども、その在宅の中で、サービス付き高齢

者向け住宅等、その点が担当ではどの程度

把握をされていて、ここに住まれている方

は在宅という扱いになると思うんですけ

れども、その点どのようにお考えなのか。 

 これは、厚生労働省の管轄ではなくて、

国交省の管轄で建設をされている分です。

その点のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、５点のご

質問についてお答えさせていただきます。 

 地域密着のサービスのことに関して、整

備計画が進んでいないのはどのように考

えているかというご質問かと思うんです

けれども、今ちょうど募集をさせていただ

いておりまして、今のところ安威川以北と

いうことなんですけれども、なかなか現実

的には今までの５期からの積み残しとい

う状況でございますので、もちろんかがや

きプランの審議会等で諮りながらとは思

っておりますが、市域全体で整備していく

という考え方でやっていけたらと考えて
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おります。 

 次に、２点目の特別養護老人ホームの待

機者の方の状況なんですけれども、平成２

８年４月時点で、特別養護老人ホーム待機

者に関しましては、制度が変わりまして、

介護度が３以上ということですけれども、

摂津市の入所の申し込みは６７名となっ

ております。その中で、特に入所の必要性

が高いと考えられる方が４７名おられる

状況でございます。 

 次に、介護予防・生活支援サービス事業

の中身ということなんですけれども、摂津

市は平成２９年度から新総合事業を始め

る予定ですが、近隣市がもう既に平成２７

年度の時点でやっている場合もございま

すので、摂津市の方が万一サービスを利用

した場合、この国保連への請求の負担、給

付費の請求が発生する可能性がございま

したので、予算を負担金として上げさせて

いただいた状況です。 

 ただ、結果的には利用する方はおられな

かったので、執行していない状況になって

おります。 

 次に４番目といたしまして、在宅医療・

介護連携推進事業、この事業でございます

が、新たな総合事業の中での一つの柱とし

て多職種の連携ということがございます。

その事業を平成２７年１１月１４日土曜

日に研修会としてさせていただき、その中

身でございますが、摂津市の在宅医療の

方々、医師会や歯科医師会、薬剤師会や訪

問看護師、あとＯＴやＰＴの方やケアマネ

ジャーなど、非常に多くの専門職種の方が

参加いただきまして、参加者の総数は１１

８名の方が参加している状況でございま

す。 

 どういうことをこの平成２７年度、話を

していただいたかというと、枠組みとして

前半はどちらかといえば講演形式をさせ

ていただいた後、後半、その関係機関の方

でグループごとに集まっていただいて、８

グループですかね、なかなか日ごろそうい

う連携に関して難しいということもあり

まして、多職種での連携の仕方を学んでい

ただくという内容でございます。 

 この平成２７年度の講演の中でも、医師

会の先生方が、もちろんドクターとして誤

嚥性肺炎についてお話しいただいたとと

もに、委員が指摘されるように国が方向転

換を行っている中で、ギャップを前提とし

た多職種連携について医療連携や地域で

支えるという考え方があるんですけれど

も、いろんな職種の方が、しっかりと連携

して支えていく事業なんですけど、実際、

なかなかギャップがあるということも踏

まえて講演いただいたということです。 

 あと、歯科医師会の先生が口腔ケアの基

礎的な、講演をしていただいたという状況

になっております。 

 次に、サービス付き高齢者向け住宅に関

しましては、市内には７施設ございまして、

施設の戸数でいうと２２５人の方が入れ

る施設なっております。 

 市としてどのように考えておるのかと

いうことなんですけれども、委員がご指摘

のように今までは在宅の扱いで、在宅とし

ての考え方で行われておったんですけれ

ども、やはり実際は施設ではないのかなと

いうことで、この平成２７年４月から住所

地特例という施設扱い、他市から入ってこ

られた方に関しては、他市が見ていただく

という形で取り扱いが変わりまして、もち

ろんもともと摂津市の方に関しては、在宅

のサービスは当然入れるんですけれども、

扱いとしては住所地特例が適用になると

いう形で考え方が一部変更になっておる
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状況でございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、地域密着型サー

ビスの件ですけれども、今のご答弁では安

威川以北は基本やけど、まあ市域全体にと

いうそういうふうな答弁があったと思う

んですけれども、今、募集をかけておられ

ます。例えばそういうふうな考えというの

は、今６期ですから７期に上げようという

ことで考えていくのか。ただ、利用される

方からしますと、家族の近くであったりと

か、もともと住まれたところの近くであっ

たりとかという考えがあろうかと思いま

す。 

 そう考えると、安威川以北でというのが

基本だと思うんですが、そう考えると土地

が、スペースがなかなかないんで、その辺

をどういうふうにしていくのかというと

ころで、事業者が確保できるんであれば、

恐らくもう手を挙げていただいてたのか

なと思うんですけれども、今、課長から答

弁いただきましたけども、改めて部長から、

今後どういうふうに考えていかれるのか、

ご答弁をいただけたらと思います。 

 特別養護老人ホームの待機の件ですけ

れども、実際、必要性の高い方が４７名お

られるということです。そういうふうなこ

とからいうと、小規模という部分も含めて

考えていかなければならないのかなと思

うんですけれども、でもますますこれから

さらに高齢化が進んでいきます。以前、質

問させていただいたときに、三島圏で特別

養護老人ホームがあるということをお聞

きしたんですけれども、実際に例えば摂津

市で特別養護老人ホームというのが建設

が厳しいのか、摂津市が例えば上げていっ

たときに整備というのができるものなの

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 介護予防の生活支援サービスの中身は

わかりました。 

 在宅のサービス付き高齢者向け住宅で

すけれども、これも住所が他市であったら

そこの他市でのということでありますけ

れども、ただ、このことは、どんどん整備

されていけば困るわけで、市としてはそれ

が把握をできるものなのか。把握をできな

いのにどんどんと整備をされたら困るわ

けです。その点、例えば事前に情報を把握

できたりとか、例えば市の考えてることと、

例えば整備をしようというところとの矛

盾が余りにも生じてこないかというとこ

ろがあるんですけれども、その点、お考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 堤部長。 

○堤保健福祉部長 森西委員の地域密着

型の施設整備、安威川以北の施設整備につ

いてのご質問にお答えを申し上げます。 

 現在第６期ということで、積み残しとい

うことでなかなか整備が進んでおらない

のが現状でございます。 

 先ほど課長からも答弁をさせていただ

きましたように、まず審議会にお諮りをし

なければなりませんので、第７期の計画に

おいてはそこのところを審議会にお諮り

した上で全体でという考え方に変えさせ

ていただくことは検討しなければならな

いと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、高齢介護

課にかかりますご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 特別養護老人ホーム待機者、確かにおら

れる状況なんですけれども、他市の方も状

況は同じように待機されておりまして、地
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域密着の施設の考え方と関係してくるん

ですけれども、地域密着の施設をなぜ５期

でもなかなかできなくて６期でもという

状況かといいますと、２９人以下の施設の

地域密着の場合は、入れる方は摂津市の方

だけということになりますので、広域でと

いうことになりますと普通の特別養護老

人ホームということになりますので、もち

ろん摂津市の方もそういう施設が整備さ

れた場合は入れる可能性はございますが、

考え方といたしましては近くでと。ただ、

５期や６期の現状を見ておりますと、もち

ろん安威川以北でできればいいんですけ

れども、摂津市、市域としては他市と比べ

ると行きやすい、身近な地域ということで

もございますので、市域全体で考えていけ

たらなと考えております。 

 あと、サービス付き高齢者向け住宅の情

報に関しましては、一定施設等のご相談に

関してや施設整備の状況に関しては、ある

程度大阪府が定期的にまとめられており

まして、市に情報提供なり定期的な会議等

も行われておりますので、施設ができるか

できないかに関しては前もって一定わか

る状況にはなっております。ただ、サービ

スの量とかを制限する仕組みの中に入っ

ておりませんので、市として例えばサービ

ス付き高齢者向け住宅、確かに他市から比

べますと入所の人数、非常に、人口比で比

較すると多い状況なんですけれども、制限

できるというような市としての制度は今

のところございません。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、地域密着型のサ

ービスについてですけれども、５期、６期

ですから、今回募集をされて手を挙げてい

ただけるところがあればいいですけれど

も、もしそれがなければ、５期、６期です

から６年間それができなかったというこ

とになりますので、それは誰が不便を感じ

るかというか、それはやはり市民の方です

から、その点は、今ご答弁いただきました

けれども、それも含めて基本は安威川以北

だと思います。それがどうしても、今まで

の間に実現、整備できなかったわけですか

ら、それは安威川以南も含めて考えるべき

かと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

 それと、特別養護老人ホームに関しては

地域密着型サービスの小規模の部分でで

きるでしょうし、もし一つできるとさらに

もう一つということも可能でしょうから、

またその点はぜひともよろしくお願いし

たいと思います。 

 サービス付き高齢者向け住宅の件です

けれども、情報はいただけるということで

ありますけれども、高齢者のかがやきプラ

ンとか整備計画の中に、サービス付き高齢

者向け住宅の件というのが入っておりま

せん。ということは、事後報告で、建ちま

すよ、できますよ、ということしか情報が

ないわけですから、結局摂津市のかがやき

プランは摂津市の財政と見合わせながら

整備を進めていくかどうかというのも考

えながら計画を進められてるわけですか

ら、そこに摂津市の計画にないものが、こ

れできましたと、この方が住まれましたと

いうことになると、想定外の方の介護保険

の給付が出てきますので、何とか、例えば

サービス付き高齢者向け住宅のそれを何

とかその計画とか部分の中に含められな

いものなのか、もしくは例えば大阪府なり

の中でそういうふうな指導をしていただ

くようにとか、国で指導していただくよう

にとか、声として上げていただきたいと思

うんですけども、その点だけご答弁いただ
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けますか。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、サービス

付き高齢者向け住宅に関しての整備に関

して、市として府や国に関して言っていけ

るかということなんですけれども、確かに

おっしゃるように制度としては住所地特

例という形で一部は変わったとはいえ、そ

れなりの方がやはり転入というか、施設、

在宅扱いなんですけれども、入られるとい

うことで、どういうふうに考えていくのか

非常に難しい部分があるのかなと思って

おります。 

 ただ、今後２０２５年の問題の中で、一

方では施設自身が足りなくなるという考

え方もありますので、どういう形で介護保

険の計画に入ってない施設とかかわって

いくのかということに関して、大阪府も国

も多分こういうふうに制度を変えていく

というのは、距離感というかつき合い方を

いろいろと検討しているのではないのか

なと私自身は感じております。 

 実際、併設していろいろなサービスをし

ていただいてるサービス付き高齢者向け

住宅もあると聞いておりますので、市内に

ある一つの資源として考えていく方法も

探りながら、大阪府の会議等で機会があり

ましたら、委員がおっしゃるように、サー

ビスの計画の中に乗せていく、そういう意

見等もいいながら市の考え方を伝えてい

きたいなと思っております。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかに。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 そしたら少しだけお

聞かせいただきたいと思いますけれども、

まずは準備基金のことなんですけれども、

この平成２７年度の決算を見ております

と、およそ２億９，０００万円弱が積み立

てをしてあるのかなと思っております。こ

の額だけを見ると、ずっと積み上げをされ

てきてる状況なのかなと思ってますけれ

ど、ただ、これどう評価するのかというこ

とになってくると、恐らく保険規模と照ら

し合わせた中で評価をしていかなあかん

のかなと思っております。 

 そういった観点から、担当課としてどの

ようにこの準備基金のことについて捉え

ておられるのか、まずお聞かせいただきた

いと思います。 

 それから、平成２７年４月から制度改正

がなされまして、要介護３以上の方しか特

別養護老人ホームの入所の申し込みはで

きないという状況になったのかなと思い

ます。そうなってくると、例えば平成２６

年度の段階で要介護１、２の方でもやはり

入所待ちの方おられたと思うんですよ。そ

ういった方に対しては実際平成２７年度

以降、どのような形で対応されておられる

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

 それともう一つ、これ単純な点なんです

けれども、介護予防のところで地域活動の

組織の育成支援の予算について、決算され

ておられるんですけれども、そこについて

も執行率が大変低いんではないかなと思

っております。 

 今後その介護予防といったものについ

ては、やはりさらに充実をしていかなあか

ん。しかも平成２９年度以降は新総合計画

が始まってくるわけでございますし、そう

なってくると今まで以上に地域で高齢者

をどう見守っていくのかということ、大き

な視点になるんだろうなというように思

っておりますし、さらに認知症予防の新た

な取り組みも始まっていくということで
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ございますので、ここはさらに充実をして

いくべき点なのかなと思っておりますが、

どのようにお考えなのか、以上よろしくお

願いします。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、高齢介護

課に関する３点についてご答弁させてい

ただきます。 

 基金の考え方に関しましては、確かに金

額的に見るとそれなりの金額ということ

なんですけれども、この平成２７年度末の

基金残高、北摂７市の状況と比較させてい

ただきますと、基金残高と老齢人口の６５

歳以上のお一人当たりの残高を試算させ

ていただきますと、必ずしも摂津市、北摂

７市の中では高いというわけではなく、ど

ちらかといえば残高は少ないほう、下から

２番目という状況で、必ずしも他市の状況

と比較いたしますと積み立て過ぎという

状況ではないということで担当課として

は考えておる状況でございます。 

 平成２７年度の４月以降、要介護３の方

しか基本的には入れないということには

なってはおるんですけれども、実際、平成

２６年度もそうですけど、平成２７年度に

関しても、一定の要件がある方の場合でし

たら、要介護１、２の方も入れる状況でご

ざいまして、実際平成２７年度に関しまし

ては要介護２の方が４名、施設に入所して

いただいておる状況です。ただ、それには

認知症の方とか一定要件はございますが、

全く入れないという状況ではございませ

ん。 

 ３点目の地域介護予防活動支援事業の

執行率のことに関しましては、委員がおっ

しゃるように平成２７年度に関してはモ

デル事業としてつどい場を一定させてい

ただく予定をしておりまして、できました

ら２か所と考えられたらというお話とか

もあったんですけれども、実際１か所で平

成２７年度１１月からという状況でござ

いましたので、執行率が低くなっておる状

況で、ただ今後やはり介護予防には非常に

力を入れていきたいということで、このモ

デルとしてさせていただいたことを一つ

のきっかけとして、いろんな地域の方々に

お声かけさせていただいて、つどい場の事

業を進めていきたいなと思っております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 もう要望にしたいと

思っておりますけれども、まず基金のこと

につきましては、この介護保険制度そのも

のが平成１２年からでしたか、スタートし

て、そのときと比べると相当にその状況も

変わってるんだろうと思っております。そ

の中で準備基金を着実に積んでこられた。

まだ北摂では下から２番目の状況という

お話であったのかなと思っておりますの

で、ここはしっかりと今後のことを見据え

た中で、私は計画的に積み上げていくこと

大事なのかなと思っておりますが、私が申

し上げることではありませんけど、基金は

積み立てることが目的ではないわけでご

ざいますから、準備基金ですからね。そこ

の見方をしっかりと持った中で決断すべ

きときはしっかりとしていただきたいな

と。これ、課長のときになるかどうかわか

りませんけれど、このように思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、要介護２の方も一定の条件を満

たせばということで、４名入所していただ

いてるということでございますので、確か

に３以上ということが一定のルールにな

るかもしれませんけれども、それに該当さ

れない方についてもきめ細かくいろいろ

と相談受けながら、状況見ながらしていた
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だきたいなと思います。 

 それから、介護予防のことでございまし

て、つどい場を当初２か所想定されておら

れたけども１か所しかできなかったとい

うお話なのかなと。それで執行率が下がっ

てきたということでございますけれども、

ただ、結構以前から、自主組織の育成支援

ということについては取り組んでこられ

たんだろうと思うんです。今では大変多く

の方がそういったところで学ばれて、実際

にされてるんだろうと思うんですね。そう

いう点からすると、私はやはり、つどい場

といったものについては、もっともっと広

げられる可能性はあるんだろうなという

ように思っておりますし、平成２９年度以

降の新しい計画の中で、ここは恐らく大き

な柱の一つになるんだろうと思っており

ますので、ぜひこれからもそういった視点

を持ちながら、しっかりと地域の人材を十

分に活用していただけますようにお願い

申し上げて、終わらせていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問は終

わりました。 

 次、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 私からは１点だけです

けど、平成２７年度で介護保険制度が変わ

ったということがありまして、介護度の再

検査とかをするときに、厳しくなったとい

う声をよく聞きます。 

 そういうことも踏まえて、まずこのかが

やきプランの中に介護認定者の見込み予

測値が載ってますけども、平成２７年度の

事務報告にその結果が載ってますけども、

ばらつきがありますけど、こういう今言っ

たことも含めて、どのように評価をされて

いるのかということをまず１点目にお聞

きしたいと思います。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 確かに平成２７年

度に多くの介護保険の制度改正等はさせ

ていただいた状況ですけども、認定の仕方

自身に関しては特に制度の改正自身はさ

せてはいただいておりません。ただ、利用

料負担の１割から２割とか、先ほども幾つ

かご指摘あったような介護度の施設に入

るための要件の変更等をさせていただい

たりとか、あと入所の施設の所得の要件等

とか、制度改正はさせていただいたという

ことはございますが、特に要支援の方や介

護度の方に関して、大きく制度を変更した

という状況はございません。 

 ただ、年齢構成等なり、状況が変わって

おりますので、その時々ありますので、場

合によればその計画とは差が出てきてお

るのかなと思っておりますので、特に何か、

介護度に関しての違いを市として聞いて

おるという状況はございません。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 まあまあ、これは余り深

く言いませんけども、再審査受けたときに、

下がった、厳しくなったという声はよく聞

きました。 

 確かにそれは全体的な姿勢としては、今

まではどんどん使ってくださいといって

いた姿勢が、だんだんと適切といったほう

がいいのかもわかりませんけども、何か抑

制という考え方が反映されたのかなと私

は思ったのですけどね。そういう扶助以外

も若干多くあるかもわかりませんけども、

そういう中でのこのかがやきプランの策

定になったと思うんですけどね。 

 昔では施設といえば特別養護老人ホー

ムということでしたけど、最近地域密着型

という、わかりにくい部分がたくさん出て

きておりまして、聞きなれないものが出て

きます。先ほどの質問で、安威川以北でな
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かなか申し込みが出てこないということ

もありましたけども、思い返しますと、昔、

グループホームが摂津市にできるという

ので随分議論したことありました。これは

グループホームに来られる方は全部介護

保険ごと受け入れなあかん。そやからつく

られたらもう大変なんやということで、そ

れはできたんです。それがびっくりしたこ

とに今は地域密着型に踏み入れられてい

るんです。そういう時代の流れというのが

あったんだと思いますけども、この、なか

なか安威川以北の地域にはさっきも言わ

れたようになかなかあいてる土地もない

という部分もありますし、また鉄道で分断

されています。阪急電車はこれから上に上

げられて、いいんですけども、ＪＲは上に

上がりませんので、私が住んでる千里丘地

域というのは、なかなか同じ地域と言われ

ても、どちらかというと吹田市とかとどち

らかというと行き来があるし、今、現にい

ろんな通所で行かれているところも吹田

市の事業所に行かれてる方も非常に多い

ですので、そういう、これはできるかどう

かわからないんですけども、一部広域的な

考え方を、この地域密着型の考え方の中に

取り入れることができないのかというこ

とをお聞きしたいと思うんですが、その点

聞かせていただいてもいいでしょうか。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 地域密着型で広域

的な考え方ができないかというお話です

けれども、介護保険の制度自身は別に市域

を区切っておる制度ではございませんの

で、先ほどもお話がありましたように通所

に関してや、利用に関して、市外のサービ

スも普通に使えるという状況でございま

す。 

 ただ、こういう時代の流れの中で、地域

で身近なところでということで、あえて国

の制度として地域密着型という制度をつ

くらせていただいた経過もございますの

で、先ほどの２９人以下の地域密着型の介

護福祉施設がなかなかできない理由の一

つが、やはり施設に入られる方が全部市内

の方でないと、制度としては無理というこ

とで、なかなか事業所の方も手を挙げるの

にちゅうちょされておる状況ですので、制

度的にほかの方を受け入れるというのは

現実的には難しいのではないかなと思っ

ております。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それは残念ですね。保育

士なんかは、他市で一部広域的に運用して

るというところがありますもんね。そうい

う意味では、千里丘なんかは特異な地域で、

線路で分断されていまして、どちらかとい

うと吹田市と一緒になってるような地域

性がありまして、地域密着型といってもな

かなか割り切れないというか、そういう地

域なので、今後そういう緩和策ができれば

いいなと思っているところです。 

 そういった意味も踏まえて今後はかが

やきプランの第７期に向けて、今度は地域

で老後をずっと暮らしていけるというシ

ステムを地域包括ケアシステムですか、こ

れをつくっていくということになるんで

しょうけども、地域でこういう高齢者をし

っかり受け入れていこうとするには、さま

ざまにやはり環境整備をやっていかない

といけないと思うんです。 

 その一つの取り組みとしては、今、認知

症サポーターなんかの養成もしていただ

いておりますけれども、こういう認知症が

しっかり受け入れるようなこういう環境

整備というものは重要やと思いますし、ま

た認知症チェッカーというのをやってい
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る市なんかもあります。以前に質問でも提

案しましたけども、こういったものなんか

も一つの環境整備の中では導入していた

だいたらいいなと思うんです。 

 また、いろいろとこの間、視察に行った

ところなんかでいいますと、ボランティア

ポイントというようなものを組み入れて、

こういうもので高齢者への対応をやって

いるようなところもありますし、これは高

齢者まちごと元気サポート制度という制

度をやっているところもありました。 

 そういうさまざまに、これから具体的に

はつどい場でしたか、これを展開されてい

くということですけど、それ以外にもこれ

からさらに工夫を重ねていただいて、重層

にこういう支援事業が展開できるように

していただきたいということを要望させ

ていただきまして、質問終わります。 

○上村高義委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、介護保険の特

別会計の質問させていただきます。 

 今回、介護保険、また黒字になったとい

うことです。今、高齢者の皆さん、年金が

非常にどんどん下がっていって、その中で

介護保険料が天引きされるということで、

介護保険の天引きが本当に痛い、つらいと

いうふうにおっしゃられるのをよく聞き

ます。介護保険が始まった当時から比べる

と、非常に値上がりをしてると思います。

期が変わるごとに新たに値上げが出てき

ます。 

 この第６期が始まる前にもきちんとし

た計画を立てて、保険料をできるだけ値上

げしない形でやってほしいということで

要請もいたしておりましたけれども、その

中で地域密着型の施設であるとか、そうい

う建設もなかなかできなかったと。絵に描

いた餅で、その分で膨らんで介護保険料が

引き上がる。結局介護保険料に全部はね返

ってくるわけですから、そういうことにつ

ながっているんではないかという指摘も

させていただいてきたところです。 

 地域密着型については、なかなか努力は

してるけどもできないという状態が今も

続いてるわけですね。これが介護保険料を

とっておきながらできてないということ

は、やはり市民の方からしたら、そのため

に私ら少ない年金をさらに削られて、食費

まで削らなあかん、医者に行くのも控えな

あかん。そういうようなことになっている

のかということでは、説明がなかなかつか

ないのではないかと思うんです。 

 今回、その地域密着型の部分で予算との

差が大分出てきてるというのがあると思

うんですけれども、もう一つ、保険給付費、

これも決算と予算ではかなり差があるの

ではないかなと思います。１億３，９００

万円ぐらいの差額が出てきてると思うん

です。かがやきプランの平成２７年度の金

額と比べても、１億４，０００万円ぐらい

の差額があると思います。平成２８年度、

平成２９年度には、この保険給付費はもっ

ともっとふえていく形になると思うんで

すけれども、差がどんどん広がっていくの

ではないのかなと心配もしてるところで

す。 

 この黒字部分について、地域密着型もそ

うですけれども、この保険給付費の黒字部

分について、予算どおりにいってない、プ

ランどおりにいってないというところに

ついて、どうお考えなのか、理由を教えて

いただきたいと思います。 

 １回目、以上です。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 



- 72 - 

 

○吉田高齢介護課長 それでは、増永委員

のご質問についてご答弁させていただき

ます。 

 なぜ、この平成２７年度、計画始まって

すぐにこれほど差が出てくるのかという

ことに関しまして、やはり、委員がご指摘

の一部サービス、地域密着型等のサービス

がなかなかできてないという状況もござ

いますが、一方で今回、この平成２７年度

に大きく国が給付費自身を改正されてお

ります。この第４期、第５期までは、給付

費を上げる方向で国は改正されておった

んですけれども、今回、２．２７％のこれ

全体的な施設とか居宅ですけれども、平均

した部分の減額の給付費の改定をされて

おりまして、その額の部分が決まったのが

平成２７年の多分２月ぐらいだったかと

思いますので、十分に計画に反映できてな

かったのが要因ではないかなと思ってお

ります。 

 特にそれでもし仮にこの部分を足しま

すと、ほぼ計画に近い数字になってきます

ので、計画をつくった段階ではそういうふ

うに変わるというのは読めてなかった部

分が影響しておる。もちろん、サービス基

盤の部分も当然一定あるんですけれども、

一番大きい額が２％といいますと大体５

０億円ぐらいの分でいうと１億円ぐらい

が出てきますので、私自身としてはこの部

分の報酬改定の部分が大きな要因ではな

いかと考えております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 介護報酬が引き下がっ

たということでよろしいんですかね、今の

お話はね。非常に介護事業所にとっては事

業所の存続にもかかわるという大変な問

題になってると思います。利用者の方がお

元気になられて、介護の給付費を余り使わ

なくなったということだったら、ああよか

ったなという話ですけれども、そうではな

くて、その事業所が泣かされるというよう

な状態で進んでいくということは、非常に

憂うべきことかな。本来ならば、介護の従

事者をもっとたくさんふやして、しっかり

充実した介護の給付を行っていかなけれ

ばならないところだと思うんですけれど

も、特別に職員の賃金引き上げのそういう

制度はこれと同時につくられたと思うん

ですけれども、それだけではなかなか介護

の事業所そのものの運営がうまくいかな

いというところがありますから、反映され

て、ヘルパーたちのお給料が上がったかと

いうと、なかなかそうにはなってないとい

うお声も聞いています。 

 やはりそこは事業所がなければ、ちゃん

と責任もって介護の給付サービスを提供

できないわけですから、国に対してもしっ

かり意見も上げていただいて、介護の事業

所がサービスを安心して提供できる、存続

していけるように、特に小さいところです

ね。大手のチェーン店のようなところは体

力があるのかもしれないですけれども、地

域で一生懸命頑張っているところ、しっか

り支えてあげてほしいなと思います。 

 それと同時に、そういうことで給付費そ

のものがそんなにかからなかったという

ことであるならば、この先、また次の期の

保険料の話も出てくると思うんですね。そ

こはしっかり反映させて、介護保険料の引

き下げということもぜひ考えていただき

たいなと思います。 

 それと、介護保険の保険料の減免制度、

これがあると思うんですけれども、摂津市

ではどのくらい減免制度使われておられ

るのか教えていただきたいのと、利用料は

減免制度がないですね。施設に対しての分
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だけですかね。施設の分がわかればそれも

教えていただきたいと思います。お願いし

ます。 

○上村高義委員長 吉田高齢介護課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、この平成

２７年度の減免制度に関しては、制度とし

ては社会福祉法人がした場合がございま

して、１施設が対象となっておりますし、

市独自の減免といたしましては、１５名の

方が減免の対象になっておるという状況

でございます。 

 あと、介護保険のほか、災害等の減免に

関しましては、平成２７年度１名の方が対

象になっておるという状況でございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 非常に高い介護保険料、

年金から天引きになって、生活費に食い込

んでもそれは我慢して、一生懸命やりくり

しているというお話はある一方で、せっか

くある摂津市の減免制度、１５名の方しか

使われていないと。非常に少ない人数だと

思うんです。なかなか使いにくい制度にな

っているんではないかなと思います。 

 先ほど保険給付費、金額は下がっている

ということもありますので、ぜひ介護保険

料の減免制度、しっかり拡充していただい

て、たくさんの方にそれを周知していただ

いて、利用していただけるようにお願いを

要望としておきます。もちろん利用料の制

度もつくっていただけるように、これも要

望としておきます。 

 それから、基金の問題ですけれども、先

ほどから何度も出ていましたが、そうやっ

てプランと違う形で金額が進んでいけば、

それは基金に積み上がっていくというこ

とになると思うんですけれども、あくまで

やはり積み上げることが目的ではないと

いうことが何回も出ています。３年間で使

っていくためのものです。１年目平成２７

年はもちろん積み上げるということにな

ると思いますけど、平成２８年、平成２９

年、これでしっかりと市民の皆さんに還元

すると。集めたお金をそのままずっと懐に

入れておくということではなく、皆さんの

大切なお金ですから、それをどう使ってい

くのかということについて、総合事業も始

まりますし、ぜひしっかりと活用していた

だきたいと思います。 

 新総合事業に関しては、一般質問でも行

いましたけれども、来年度に関しては希望

者が今までどおりのサービスを選べると

いうふうに言っていただきました。来年度

に限ってはと言わず、しっかりとサービス

提供することで、要支援の方々、要介護に

ならないように、専門家のサポートを提供

していただきたいなと思います。 

 国に向けては、それ以上の要介護に人を

総合事業にもってくるようなことをさせ

ないために、私たちも頑張りますし、ぜひ

声を上げていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後４時５７分 休憩） 

（午後４時５８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 
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○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第３号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第６号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第７号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第８号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後４時５９分 閉会） 
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