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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成３０年３月９日（金）  午前１０時 ２分 開会 

                午後 ４時４２分 散会 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 増永和起   副委員長 村上英明   委  員 南野直司  

   委 員 弘   豊    委  員 森西  正   委  員 光好博幸  

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正          副市長 奥村良夫    

市民生活部長 野 村 眞 二  同部理事 小 林 寿 弘 

同部参事兼産業振興課長 池 上  彰 

自治振興課長 丹羽和人   市民活動支援課長 船寺順治  

市民課長 川本勝也   文化スポーツ課長 妹尾紀子  

農業委員会事務局長 辻  稔秀  

  環境部長 山 田 雅 也  同部参事兼環境センター長 鈴木康之  

環境政策課長 飯 野 祐 介  環境業務課長 三浦佳明  

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平 井 貴 志 

同部参事兼高齢介護課長 吉 田 量 治   

  保健福祉課長 有 場  隆  同課参事 川口敦子  

  生活支援課長 大西健一   障害福祉課 森川  護     

  国保年金課長 安 田 信 吾 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉  同局次長代理 田村信也  同局書記 関  正 秀 
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１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 平成３０年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 平成２９年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分 

  議案第 ６号 平成３０年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算 

  議案第 ４号 平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計予算 

  議案第１２号 平成２９年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第２８号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第 ８号 平成３０年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２７号 摂津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第 ７号 平成３０年度摂津市介護保険特別会計予算 

議案第２９号 摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第１７号 摂津市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の  

事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定の件 

  議案第２４号 摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

議案第３０号 摂津市指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の  

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた 

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例制定の件 

  議案第１８号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前１０時２分 開会） 

○増永和起委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。この時

期、菜種梅雨という言葉がよく出てまいり

ますけれども、雨がよく降る季節でござい

ます。きょうも足元の悪い中、そしてまた

年度末何かとお忙しいところ、民生常任委

員会をお持ちいただきまして、大変ありが

とうございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました平成３０年度の予算等々ご審

査をいただきますが、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○増永和起委員長 挨拶が終わりました。 

本日の委員会記録署名委員は、南野委員を

指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

 本２件のうち、議案第９号所管分につい

ては補足説明を省略し、議案第１号所管分

について補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 おはようございます。 

 それでは議案第１号平成３０年度摂津

市一般会計歳入歳出予算のうち保健福祉

部が所管いたしております事項につきま

して、目を追って、その主なものについて

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、予算書２８

ページ、款１２分担金及び負担金、項１負

担金、目１民生費負担金のうち保健福祉部

に係りますものは、介護給付費負担金など

で、前年度に比べ０．５％、１５１万５，

０００円の減となっております。 

 ３４ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、生活

保護費や障害者自立支援給付費などの負

担金が主なもので、前年度に比べ、２．３％、

６，９２６万円の増となっております。 

 ３６ページ、目２衛生費国庫負担金は、

養育医療費負担金で、前年度と同額でござ

います。項２国庫補助金、目２民生費国庫

補助金のうち、保健福祉部に係りますもの

は、社会福祉費補助金、生活保護費補助金

及び障害福祉費補助金で、前年度に比べ１．

５％、６４万２，０００円の増となってお

ります。 

 ３８ページ、目３衛生費国庫補助金は、

がん検診推進事業補助金で、前年度に比べ

１３．６％、２万４，０００円の増となっ

ております。 

 ４０ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、国民年金事務等に係る委託金で、

前年度に比べ５．６％、１４１万１，００

０円の減となっております。 

 款１５府支出金、項１府負担金、目１民

生費府負担金は、国民健康保険及び後期高

齢者医療保険の基盤安定負担金や障害者

自立支援給付費等負担金が主なもので、前

年度に比べ４．１％、３，５４１万１，０

００円の増となっております。これは障害
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者自立支援給付費等負担金の増などによ

るものでございます。 

 ４２ページ、目２衛生費府負担金は、養

育医療費負担金で、前年度と同額でござい

ます。項２府補助金、目２民生費府補助金

は、老人医療費補助金や障害者医療費補助

金などが主なもので、前年度に比べ４．

１％、８６５万円の増となっております。 

 ４４ページ、目３衛生費府補助金は、保

健事業費補助金が主なもので、前年度に比

べ８．７％、４７万５，０００円の減とな

っております。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目４三次救命救急センター貸付

金元利収入は前年度に比べ８．３％、１２

７万６，０００円の減でございます。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入のう

ち、保健福祉部に係りますものは、５６ペ

ージの保健福祉課、生活支援課、高齢介護

課、障害福祉課分で、各種検診自己負担金、

予防接種自己負担金や生活保護法による

返還金及び徴収金などでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

２ページ、款３民生費、項１社会福祉費、

目１社会福祉総務費は、事務の執行に係る

経費のほか、広域連合医療給付等負担金な

どの負担金、介護保険や国民健康保険など

の特別会計への繰出金が主なもので、人件

費事業を除き、前年度に比べ５．３％、１

億６，４５５万６，０００円の減となって

おります。これは国民健康保険特別会計繰

出金の減などによるものでございます。 

 １０６ページ、目２老人福祉費は、高齢

者の福祉サービスに係る経費で、前年度に

比べ６．８％、１，３８０万７，０００円

の減となっております。これはふれあい配

食サービスが介護保険特別会計の地域支

援事業に移行したことなどによるもので

ございます。目３国民年金総務費及び１０

８ページ、目４国民年金事務費は、国民年

金事務に係る経常経費で、国民年金総務費

は、非常勤職員賃金に係る賃金の減により、

前年度に比べ９９．６％、１７３万１，０

００円の減、国民年金事務費は、国民年金

システム改修委託料の減により２１％、４

１万８，０００円の減となっております。

目５老人医療助成費は、福祉医療費助成制

度の再構築により、前年度に比べ４５．

１％、８，６３９万７，０００円の減とな

っております。目６重度障害者医療助成費

は、同じく福祉医療費助成制度の再構築に

より、前年度に比べ７９．６％、９，７６

７万２，０００円の増となっております。

目７障害福祉費は、障害者に係る福祉サー

ビスや指定管理料が主なもので、前年度に

比べ５％、１億８０６万５，０００円の増

となっております。これは入院時食事療養

費助成の廃止による財源の重度障害者・特

定疾患福祉金及び日常生活用具交付費へ

のシフトや障害福祉サービス費等給付費

などの扶助費の増などによるものでござ

います。 

 １１２ページ、項２児童福祉費、目１児

童福祉総務費のうち保健福祉部に係りま

すものは、１１４ページの助産施設運営費

負担金で、前年度と比べ２０％、１２０万

円の減となっております。 

 １１８ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費事業を除き、前年

度に比べ８０．７％、１，６３８万６，０

００円の増となっております。これは生活

保護システムの改修によるものでござい

ます。 

 １２０ページ、目２扶助費は、前年度に

比べ１．７％、５，０００万円の増となっ

ております。 
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 １２２ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費は、人件費を除

き、保健福祉部に係りますものは、前年度

に比べ５．８％、１，０７７万２，０００

円の増となっております。これは保健セン

ターに係る指定管理料の増などによるも

のでございます。目２予防費は、前年度に

比べ３％、１，４６７万６，０００円の増

となっております。これは、まちごと元気

ヘルシーポイント事業の実施内容の変更

などによるものでございます。 

 １２４ページ、目３環境衛生費のうち保

健福祉部に係りますものは、１２６ページ

の検査委託料で、前年度と同額でございま

す。 

 以上、保健福祉部が所管しております平

成３０年度一般会計歳入歳出予算につい

ての補足説明とさせていただきます。 

○増永和起委員長 野村市民生活部長。 

○野村市民生活部長 おはようございま

す。 

 それでは議案第１号平成３０年度摂津

市一般会計予算のうち、市民生活部のうち、

文化スポーツ課以外に係ります主な事項

につきまして、目を追って補足説明をさせ

ていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書２８ページ、款１３使用料及び手

数料、項１使用料、目１総務使用料は、コ

ミュニティプラザや市民ルームなどの使

用料でございます。 

 ３０ページ、目３衛生使用料のうち市民

生活部に係るものは、斎場使用料及び葬儀

会館使用料などでございます。 

 ３２ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち市民生活部に係るものは、戸籍手

数料、住民票手数料及び印鑑証明手数料な

どでございます。目２衛生手数料のうち、

市民生活部に係るものは、墓地手数料でご

ざいます。目３農林水産業手数料のうち、

農業委員会手数料は、土地現況証明手数料

でございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち、

戸籍住民基本台帳費補助金は、個人番号カ

ード交付関連事務に係る補助金でござい

ます。 

 ４０ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金は、

中長期在留者及び特別永住者に係る住居

地届出等事務に係る委託金でございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち権限移譲

交付金は、ＮＰＯ法人の設立認証等及び旅

券発給事務の権限委譲に係る交付金でご

ざいます。 

 ４４ページ、目４農林水産業費府補助金

のうち、農業委員会費補助金は、農業委員

会に係る農業委員会交付金でございます。

また、４６ページ、農業振興費補助金は、

農業地域力創造推進事業費補助金及び多

面的機能支払交付金でございます。目５商

工費府補助金は、消費生活相談に係る地方

消費者行政活性化交付金等でございます。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金は、

人口動態調査に係る事務委託金でござい

ます。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入のうち産業振興課に係る

ものは、摂津市商工会への建物貸付収入で

ございます。 

 ５０ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目４墓地管理基金繰入金は、市営墓

地の管理経費に充てるために繰り入れる

ものでございます。 
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 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、市内の金融機関に預託しており

ます元金収入でございます。 

 ５４ページ、項４雑入、目２雑入のうち

自治振興課に係ります主なものは、コミュ

ニティプラザや市民ルームに設置してお

ります電子複写機などの使用料でござい

ます。また産業振興課に係ります主なもの

は、市民農園利用料、南千里丘分室入居者

負担金などでございます。 

 ５８ページ、旅券事務印紙等売捌収入は、

パスポート引換書に貼付する収入印紙及

び大阪府証紙の売捌収入でございます。ま

た、旅券事務印紙等売捌手数料は、収入印

紙及び大阪府証紙の売捌手数料でござい

ます。 

続きまして、歳出でございます。 

 ７６ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目６都市交流費は、都市交流及び国際

交流に係る経費でございます。 

 ７８ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯、防犯カメラの光熱水費や設置維持管理

に係る経費でございます。 

 ８０ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員報酬、犯罪被害者等への支援に係

る経費、摂津まつり振興会補助金、地域活

性化事業補助金などでございます。目１４

文化振興費のうち自治振興課に係る主な

ものは、市民ルーム及び小川自動車駐車場

の指定管理料でございます。 

 ８２ページ、目１５コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザの修繕料、指定

管理料及び市民公益活動補助金などでご

ざいます。 

 ８４ページ、目１６コミュニティセンタ

ー費は、一般職非常勤職員賃金及び別府コ

ミュニティセンターの指定管理料などで

ございます。 

 ９０ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍システム

保守委託料、コンビニ交付システム保守委

託料、窓口業務委託料及び個人番号カード

関連事務交付金などでございます。 

 １２６ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

指定管理料などでございます。 

 １２８ページ、目７墓地管理費は、市営

墓地３か所の管理に係る経費でございま

す。 

 １３４ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

運営に係る経費で、農業委員会委員報酬な

どでございます。目３農業振興費は、農園

管理指導委託料、農業振興会補助金、花と

みどりの補助金及び農業祭実行委員会補

助金などでございます。 

 １３８ページ、款６商工費、項１商工費、

目２商工振興費は、商工業活性化対策事業

補助金及び企業立地奨励金などでござい

ます。 

 １４０ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームにおける相談業務及び消

費者啓発に係る経費でございます。 

 以上、平成３０年度摂津市一般会計予算

のうち、市民生活部のうち文化スポーツ課

以外に係ります歳入歳出予算の補足説明

とさせていただきます。 

○増永和起委員長 小林市民生活部理事。 

○小林市民生活部理事 おはようござい

ます。 

 議案第１号平成３０年度摂津市一般会

計予算のうち、市民生活部文化スポーツ課

に係ります主な事項につきまして、目を追

って補足説明させていただきます。 

まず、歳入でございます。予算書２８ペ
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ージ、款１３使用料及び手数料、項１使用

料、目１総務使用料のうち、文化スポーツ

課に係るものは、文化ホール等使用料、テ

ニスコート使用料、体育館使用料等でござ

います。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち文化スポーツ課に係る雑

収入は、文化ホール入場料、体育館等各種

教室参加費等でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ８０ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１４文化振興費のうち文化スポーツ

課に係るものは、文化ホール管理運営に係

る指定管理料、音楽祭運営委託料等でござ

います。 

 ９８ページ、項７保健体育費、目１保健

体育総務費は、スポーツ推進委員活動事業

に係る委員報酬等でございます。 

 １００ページ、目２体育振興費は、市長

杯総合スポーツ大会等に係る委託料、地区

市民体育祭実施に係る補助金等でござい

ます。 

 同ページ、目３体育施設費は、市内体育

施設管理運営に係る指定管理料、修繕料、

旧味舌小学校跡地体育館建設支援業務委

託料等でございます。 

 以上、平成３０年度摂津市一般会計予算

のうち市民生活部文化スポーツ課に係り

ます歳入歳出予算の補足説明とさせてい

ただきます。 

○増永和起委員長 山田環境部長。 

○山田環境部長 おはようございます。 

 議案第１号平成３０年度摂津市一般会

計予算のうち環境部に係ります主なもの

につきまして、目を追って補足説明させて

いただきます。 

 まず、歳入でございます。３０ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

３衛生使用料のうち環境部に係るものは、

環境センター等への電柱等の設置に係る

使用料でございます。 

 ３２ページ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち、環境部に係るものは、狂犬病予

防法に定める飼い犬の登録及び狂犬病予

防接種の注射済票交付に係る飼犬登録手

数料、動物の死体処理に係る汚物処理手数

料、一般廃棄物の焼却及び臨時ごみ等の収

集運搬処分等に係る塵芥処理手数料、し尿

処理及び浄化槽汚泥の処分に係るし尿処

理手数料などでございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境部に

係るものは、所有者不明動物死体処理経費

に対する保健衛生費補助金、公害対策及び

浄化槽の設置に関する届け出受理等の事

務経費に対する権限移譲交付金でござい

ます。 

 ５０ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境関連事

業の財源の一部として、環境基金から繰り

入れを予定しているものでございます。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち環境部に係るものは、資源

ごみ売却収入、ペットボトル拠出金などで

ございます。 

 次に歳出でございます。 

 １２２ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費のうち環境部に

係るものは、環境保全協定の地位確認及び

井戸掘削差し止め等請求事件に係る訴訟

委託料などでございます。 

 １２４ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目３環境衛生費は、動物死体処理及

び衛生害虫等の駆除に係る委託料などで

ございます。 

 １２６ページ、目４公害対策費は、地盤
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沈下１級水準測量のほか、水質及び大気の

測定分析、自動車騒音の分析評価に係る委

託料などでございます。同じく、目５環境

政策費は、美化ボランティア制度登録者へ

配布するジャンパーの製作費用及びコミ

ュニティプラザに設置しておりますドラ

イ型ミスト発生機の保守点検委託料など

でございます。 

 １２８ページ、款４衛生費、項２清掃費、

目１清掃総務費は、一般廃棄物の収集運搬、

焼却に係る人件費などで、前年度に比べ２．

４％の減となっております。 

 １３０ページ、目２塵芥処理費は、ごみ

収集運搬等に係る委託料などで、前年度に

比べ０．１％の増となっております。目３

し尿処理費は、し尿及び浄化槽汚泥の収集

運搬及び処理に係る経費で、前年度に比べ

０．３％の減となっております。 

 １３２ページ、目４環境センター費は、

焼却施設の運転維持管理に係る経費で、前

年度比に比べ６．３％の減となっておりま

す。 

 以上、環境部に係ります歳入歳出予算の

補足説明とさせていただきます。 

○増永和起委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 おはようございます。 

 それでは確認の意味も踏まえましてご

質問させていただきます。 

 まず、１つ目、一般会計補正予算書の歳

入として、１６、１７ページ、項１国庫負

担金、目１民生費国庫負担金、節６障害福

祉費負担金が障害者自立支援給付費等負

担金として７５０万円増額されてます。 

 それに加えて、１８、１９ページ、項１

府負担金、目１民生費府負担金、節６障害

福祉費負担金が同様に障害者自立支援給

付費等負担金として３７５万円増額にな

っていまして、当該項目は金額は違います

けれども、平成２８年度予算も補正されて

ました。４３ページの歳出、目７障害福祉

費の節２０扶助費の障害福祉サービス費

等給付費との関係かとお察ししますけれ

ども、どのような内容になっているのか。

また、なぜ毎回増額補正しなければならな

いのかについてお聞かせください。 

 ２つ目ですけど、同じく補正予算の歳入

として、１８、１９ページの項２府補助金、

目２民生費府補助金、節３老人医療費補助

金の医療費補助金として２，１３２万１，

０００円、大幅な減額となってます。どの

ような内容になっているかお聞かせくだ

さい。 

 続きまして、平成３０年度一般会計予算

の歳入に関しては予算書、歳出に関しては

予算概要でお聞きしたいと思います。 

 まず、予算書の３２、３３ページ、項２

手数料、目２衛生手数料、節１飼犬登録手

数料について、先ほどご説明ありましたけ

ども、狂犬病予防注射済票交付手数料が平

成２９年度同様に１２１万円計上されて

ます。本件につきましては、以前の委員会

の際にも質問させていただきましたけど

も、改めて平成３０年度、予防注射の接種

済率そのものを上げる取り組みとして、ど

のようなことお考えになられているのか、

お聞かせください。 

 続きまして、４２、４３ページ、項２府

補助金、目２民生費府補助金、節３老人医

療費補助金で、医療費補助金として５，８

３５万５，０００円計上されております。

これにつきましても平成２９年度より３，

０００万円以上減額となってまして、その

理由と内容についてお聞かせください。 

 続きまして、４４、４５ページ、節９の
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障害者医療費補助金として１億９８６万

５，０００円計上されております。これも

平成２９年度の倍近くの金額となってお

りますので、内容についてお聞かせくださ

い。 

 続きまして、５７ページの環境業務課の

ところのペットボトル拠出金、４００万円

を計上されておりました。これも平成２９

年度と比べますと２００万円減額となっ

てますので、理由と内容についてお聞かせ

いただければと思います。 

 同じく５７ページの生活支援課のとこ

ろで、返還金及び徴収金が現年度分２，３

７２万５，０００円計上されておりまして、

これも平成２９年度より大幅にふえてお

ります。理由と内容についてお聞かせくだ

さい。 

 続きまして、５９ページ、節２旅券事務

印紙等売捌収入が１，５００万円計上され

ております。これも平成２９年度との比較

になりますけれども、１，０００万円減額

になってますので、理由についてお聞かせ

ください。 

 続きまして歳出に移ります。 

 予算概要の２２ページ、目１０防犯対策

費のＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業です。こ

れにつきましても平成２９年度同様に防

犯灯設置工事で１６０万円計上されてお

りますけれども、改めまして、平成３０年

度の取り組み内容と、これまでの実績も合

わせてお聞かせいただければと思います。 

 続きまして、同じく目１０の防犯対策費

の防犯カメラ設置事業におきまして、平成

２９年度と比較しますと、機械器具費とい

うのが平成２９年度１，００４万４，００

０円計上されておりましたけども、平成３

０年度はその項目がなくなっております

ので、改めまして、理由も含めて、平成３

０年度の取り組み内容お聞かせください。 

 続きまして、２６ページ、目１４文化振

興費、文化ホール管理事業において、修繕

料が１，８０５万３，０００円計上されて

おりました。これも平成２９年度より１，

０００万円程度ふえておりますけれども、

文化ホールはリニューアルしたばかりだ

と認識しておりますけれども、その理由と

修繕内容についてお聞かせください。 

 続きまして、３４ページ、目１戸籍住民

基本台帳費の個人番号カード交付事業に

おいて、個人番号カード関連事務交付金と

して１，６９４万４，０００円計上されて

おります。これも平成２９年度と比較しま

すと、７００万円程度ふえておりますけれ

ども、内容についてお聞かせいただきたい

のと、また加えて、現在のマイナンバーカ

ードの交付状況もお聞かせいただければ

と考えております。 

 続きまして４０ページ、目２体育振興費、

摂津ふれあいマラソン大会事業におきま

して、これは私もことし５キロ走らせてい

ただきましたけれども、当該事業は、少し

ずつではありますけども、予算が増額して

おります。平成２９年度はスタート地点を

変更するなど工夫されてましたけども、そ

の結果も振り返って、平成３０年度どのよ

うな内容になっておるのか、お聞かせくだ

さい。 

 続きまして、４２ページ、目３体育施設

費、体育施設管理事業費におきまして、企

業体育施設等利用抽選会実施業務委託料

ということで、額は小さいですけど、２５

万円、新たに項目として上げられておりま

したので、内容についてお聞かせください。 

 続きまして、同じく４２ページの目１社

会福祉総務費、社会福祉協議会補助事業と

しまして、７，５８４万２，０００円計上
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されております。この中で、社会福祉協議

会の相談支援体制の強化を支援するとい

うふうに方針には書かれておりましたの

で、その取り組み内容についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして４４ページ、目１社会福祉総

務費、高齢介護課のＯＡ機器管理事業にお

きまして、高齢福祉管理システム保守作業

委託料１６０万４，０００円計上されてお

りまして、これも平成２９年度と比較しま

すと１３０万円程度増額されております。

内容についてお聞かせください。 

 続きまして４６ページ、目２老人福祉費、

高齢者日常生活支援事業におきまして、訪

問理美容サービス補助金として２４万円、

これも新たな取り組みとして上げられて

いると思いますので、内容についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 同じく目２老人福祉費、ひとり暮らし高

齢者等安全対策事業におきまして、緊急通

報装置設置委託料を４２０万円計上され

ておりました。これも平成２９年度と比較

しますと８０万円程度増額しております。

それとライフサポーター事業委託料も平

成２９年度と同様の金額、予算計上されて

おりますけれども、これらの現在の状況と

平成３０年度の取り組み内容についてお

聞かせください。 

 続きまして６０ページ、款３民生費、項

３生活保護費、目１生活保護総務費、これ

もＯＡ機器管理事業ですけれども、平成３

０年度より新たに生活保護システム改修

委託料というのが２，０６８万２，０００

円計上されておりましたので、内容につい

てお聞かせください。 

 続きまして、６２ページ、目２予防費、

出産育児相談支援事業におきまして、一般

職の非常勤職員賃金として６４０万８，０

００円計上されておりますけれども、これ

は平成２９年度計上されていた未熟児養

育医療給付事業と統合されたと考えても

賃金が３００万円程度増額しております

ので、そう受けとめられますので、その理

由と内容についてお聞かせいただければ

と思います。 

 続きまして６４ページ、目２予防費のま

ちごと元気ヘルシーポイント事業におき

まして１，９００万円計上されております。

これは昨年度の２１８万４，０００円より

大幅に増額されてますので、改めて取り組

み内容についてもお聞かせください。 

 続きまして６４ページ、目３環境衛生費、

環境衛生事業におきまして、平成２９年度

は樹木消毒等委託料として２２０万円計

上されておったんですけれども、平成３０

年度はその項目がなくなっておりました

んで、改めてその理由と環境衛生事業全般

の取り組みについて、改めてお聞きしてお

きたいと思います。 

 続きまして６６ページ、目４公害対策費

で、環境測定・調査等事業として、地盤沈

下１級水準測量委託料は３５８万９，００

０円計上されております。これはＪＲ東海

の鳥飼車両基地の地下水の汲み上げのと

ころの問題だと考えますけれども、その経

過観察とお察ししますけれども、改めて、

この取り組み内容と現況についてお聞か

せいただければと思います。 

 続きまして７０ページ、目２塵芥処理費、

ごみ収集処理事業におきまして、水銀使用

製品廃棄物処理委託料として３８万９，０

００円計上されております。これも代表質

問等々でも触れられていたかとは思うん

ですけど、水銀を含む蛍光灯などの分別回

収とお察ししますけれども、改めまして、

経緯と取り組み内容をお聞かせいただけ
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ればと考えております。 

 ７２ページ、目４環境センター費、ごみ

処理施設維持管理事業におきまして、これ

は修繕料として毎年１億円以上が計上さ

れておりまして、費用的にも大きな支出で

あると思います。平成３０年度は１億３，

１５０万円計上されておりまして、平成２

９年度も１億５，７６０万円ということで、

２，０００万円ほど減額されておりますけ

れども、その理由についてお聞かせいただ

きたいのと、当会派の代表質問でも触れま

したけども、茨木市との広域化の協議とい

うことで、この進め方によっては、焼却場

の使用年数も異なって、１０年で廃炉にす

るのか、あるいは２０年持たせるのかとい

うところで、計画や予算そのものは変わっ

てくると思われます。これらの状況も踏ま

えて、どのように適正保全を図っていこう

とされているのかについてもお聞かせく

ださい。 

 ７２ページ、目４環境センター費、一般

事務事業におきまして、一般職非常勤職員

等賃金が平成２９年度より、ここも３００

万円程度増加しておりました。理由につい

てお聞かせいただければと思います。 

 続きまして７４ページ、目３農業振興費、

市民農園設置事業におきまして２１６万

円計上されております。市政運営の基本方

針におきましても、新たな形態の市民農園

として、３つの柱で農園を開設していくと

お聞きしておりますけれども、平成３２年

度には敷地面積の目標値として１万３，０

００平米を目標にされておりました。それ

に向けて、現在どのような状況になってい

るのか。また、市民農園の面積をふやすべ

く、どう取り組んでおられるのか。あわせ

てお聞かせいただければと思います。 

 ７６ページ、目２商工振興費、中小企業

育成事業、産業振興アクションプラン評価

検証支援委託料として１１５万６，０００

円計上されております。これも代表質問の

際にも触れられておったと思いますけれ

ども、市政運営の基本方針にも取り組み効

果を検証するということが書かれており

ましたので、具体的な取り組み内容につい

て、改めてお聞かせください。 

 ７８ページ、目２商工振興費、商工業活

性化対策補助事業で、商工業活性化対策事

業補助金として３４０万円計上されてお

ります。これも平成２９年度と比べますと

１２０万円減額となってますので、理由と

取り組み内容についてお聞かせください。 

 最後になりますけども、同じく７８ペー

ジ、目２商工振興費の南千里丘分室管理事

業として、修繕料が３１７万６，０００円

計上されておりましたので、この修繕内容

についてお聞かせいただきたいと考えて

おります。 

 １回目の質問、以上でございます。 

○増永和起委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 森川課長。 

○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

させていただきます。 

 まず、補正予算書１６、１７ページ、項

１国庫負担金の障害者自立支援給付費等

負担金、１８、１９ページ、同じく項１府

負担金及び４２、４３ページ、目７障害福

祉費、障害福祉サービス費等給付費が今年

度も増額補正になっている理由につきま

してお答えさせていただきます。 

 障害者自身の高齢化、また、障害者を介

助されている方の高齢化により、今まで自

宅にて介助されていた方が障害福祉サー

ビスを利用される傾向にあることから、利
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用者が増加しております。また、障害を持

たれている方の重度化が進んでおり、同じ

サービスでありましても、重度の方のほう

が単価が高くなるということから、障害福

祉サービス費等給付費が年々増額となっ

ている状況であります。 

 実績といたしまして、毎年５％から１

０％の増で推移をしておりますことから、

平成２９年度当初予算では、前年度に比べ

７％の増、金額といたしまして８，５９５

万４，０００円の増を見込んで予算計上を

しておりましたが、見込み以上の費用が必

要となったため、１，５００万円の増額補

正を計上させていただいたものでありま

す。 

 また、歳出に対し、国庫が２分の１、府

費が４分の１の負担金になることから、歳

入におきましても増額補正を計上させて

いただいたものであります。 

 続きまして、予算書４２、４３ページ、

老人医療費補助金が前年度より減額して

いる理由につきましてお答えさせていた

だきます。 

 福祉医療費助成制度の再構築によりま

して、平成３０年度から老人医療費助成と

障害者医療費助成が整理統合され、重度障

害者医療費助成へと改正をいたします。現

在の老人医療費助成の受給者証が平成３

０年７月末日までとなっており、また大阪

府への実績報告が７月末までは老人医療

費助成として報告をすることから、予算計

上といたしましては、７月分までを老人医

療費助成、８月分以降につきましては重度

障害者医療費助成で計上のほうをさせて

いただいております。 

ただし、重度障害者医療費助成に改正さ

れることにより対象外となる現在の老人

医療費助成対象者につきましては経過措

置が３年、平成３３年の３月３１日までご

ざいますので、この方々におきましては、

通年において老人医療費助成として予算

計上させていただいております。 

 以上のことから、老人医療費助成が減額

となることにより、老人医療費補助金につ

きましても前年度より減額となったもの

でございます。 

 次に、予算書４４、４５ページ、障害者

医療費補助金の増額の理由につきまして

お答えさせていただきます。 

 先ほどの老人医療費補助金のお答えと

同様、福祉医療費助成制度の再構築により

まして、重度障害者医療費助成が増額とな

ることにより、障害者医療費補助金につき

ましても前年度より増額となるものでご

ざいます。老人医療費助成と障害者医療費

助成それぞれでは増減がございますけれ

ども、合計の歳出予算額で申し上げますと、

平成２９年度では、合計予算額が約３億１，

５００万円、平成３０年度の合計予算額と

いたしましては約３億２，５００万円であ

りまして、合計といたしましては約１，０

００万円の増を計上しております。これは、

精神障害者保健福祉手帳１級所持者など

が新たに対象となることや自然増を見込

んでの計上とさせていただいたものであ

ります。 

 以上です。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、補正予算

書１８ページ、１９ページ、歳入でござい

ます。老人医療費補助金の減額補正につき

ましてご説明申し上げます。 

 老人医療費補助金でございますが、大阪

府市町村老人医療費助成事業費補助金交

付要綱に基づき、市町村が行う老人医療費

助成に対し、医療助成費から返還金などを
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除いた２分の１が対象として補助される

ものとなっております。減額の理由としま

しては、対象者数の伸びが当初の見込みよ

り下回ったこと、医療費が当初の見込みよ

りも少なくなった。もう一点としまして、

国民健康保険及び後期高齢者医療保険の

保険者が本来高額療養費として負担すべ

き額が当初の見込みよりも上回ったこと

で、返還金が増額となり、結果として補助

対象額が減額となったものでございます。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 それでは、平成３０

年度当初予算に関します環境政策課にか

かわるご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目、予算書の３２ページ、狂

犬病予防注射済票交付手数料に関するご

質問でございますが、狂犬病予防注射済票

交付事務につきましては、平成１３年度に

大阪府から移管を受けた事務で、注射済票

の交付の際に１件当たり５５０円の手数

料を徴収するものでございます。 

 平成２８年度の接種率は５９．６％でご

ざいますが、注射済みの２，１２２件のう

ち、ほぼ半数の１，０５８件が４月に開催

した集合注射の会場で注射されたもので

ございます。そのため、集合注射を広く周

知することが接種率の向上の近道である

と考えております。来年度も４月に市内の

２１会場で集合注射の実施を予定してお

りますが、広報誌、ホームページ、個別の

通知等により集合注射を周知し、接種の勧

奨に努めてまいります。 

 ２点目、予算概要６４ページ、環境衛生

事業に関する質問でございます。 

 環境衛生事業につきましては、市内の害

虫駆除等を行う事業でございますが、平成

２４年度までは市直営の防疫班を配置し、

業務を行っておりましたが、平成２５年度

からは業者に業務委託し、実施しておるも

のでございます。そのうち樹木消毒等委託

料につきましては、公共施設の樹木に対す

る消毒業務で、平成２９年度に消毒を行っ

た延べ３７施設のうち３６施設が学校や

公民館など教育委員会の所管施設でござ

います。そのため、平成３０年度からは対

象となる施設が最も多い教育政策課へ同

業務と予算を移管することになったもの

でございます。 

 ３点目、予算概要６６ページ、地盤沈下

１級水準測量委託料の内容についてお答

えいたします。 

 こちらの業務につきましては、昨年の１

１月から１２月にかけて、太中浄水場に新

設した水準点を基点に、市内７か所を環状

に結んで測量し、今後の調査の基準となる

各地点の地盤の高さを調査いたしました。

来年度も同様に測量を行い、今年度の結果

と比較することで、地点ごとの隆起や沈降

を確認することが可能になります。今後毎

年測量し、地盤沈下の状況を確認してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかわります２点の質問にお答えし

たいと思います。 

 まず、予算書５６、５７ページ、ペット

ボトル拠出金についてでございます。 

 ペットボトル拠出金の内容につきまし

ては、ペットボトルは、公益財団法人日本

容器包装リサイクル協会を通じまして、本

市及び容器包装リサイクル協会に売却を

依頼している自治体分を全てまとめまし

て、再商品化事業者へ売却しております。

売却益につきましては、落札単価に基づき、

また、容器包装リサイクル協会への引き渡
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し量等によって変動した形で引き渡した

自治体へ配分されるという形になります。

拠出金につきましては、売却益と考えてい

ただいても結構でございます。また、ペッ

トボトル拠出金が減額になっている理由

につきましては、引き渡し量は、ほぼ例年

と変わらない量と考えておりますが、経済

動向、市場価格、そして需給の関係等で落

札単価に影響を及ぼします。去年、落札単

価が下落したということもございまして、

今回、減という形になっております。 

 続きまして、予算概要７０ページ、７１

ページ、水銀使用製品廃棄物処理委託料の

経緯と内容でございます。 

 平成２５年に水銀に関する水俣条約が

採択され、昨年２９年８月に条約が発効い

たしました。水俣条約が採択されたことに

よって水銀汚染防止法の制定、大気汚染防

止法の改正、廃棄物処理法施行令の改正等

が行われ、水銀の使用用途が制限されてお

ります。水銀汚染防止法では、市町村は、

その区域の経済的、社会的諸条件に応じ、

その区域内における廃棄された水銀使用

製品を適正に回収するために必要な措置

を講ずるよう努めなければならないと市

町村の努力義務を規定しております。 

また、国の定めた、家庭から排出される

水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン

では、廃棄された水銀使用製品は分別回収

し、適正に処理することとされております。

このガイドラインでは、蛍光管、ボタン電

池、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計

の５品目が家庭から出されると想定され

ており、本市でも一般家庭から、それらの

５品目が今後数多く出されると想定して

おります。既にボタン電池につきましては

分別回収し、適正処理を行っているところ

でございますが、それ以外の４品目につき

ましては、今後適正な水銀処理を進めるた

め、市域全域で分別回収を実施し、集まっ

た水銀使用廃製品を適正に処理するため、

委託料を計上したものでございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、環境センタ

ーに係ります予算概要７２、７３ページの

３つの質問にお答えいたします。 

 まず、１点目、ごみ処理施設維持管理事

業の修繕料が２，６１０万円の減額となっ

ていることにつきましては、焼却場のプラ

ントの維持につきましては、施設の修繕計

画に基づいて改修していく工事費用と、ふ

ぐあいの発生による、修繕費を見込んだ額

を計上しております。平成３０年度は、処

理水等の水槽等の改修を行い、排水等の水

質維持に向けて取り組みをする経費を加

えておりますが、３号、４号炉の炉内の耐

火れんがの積みかえ規模は小規模となっ

たことから、他の事業の精査も含めまして、

トータルで見ますと減額となっておりま

す。 

 ２点目、広域化を見据えた施設の修繕管

理についてご答弁申し上げます。 

 適正管理につきましては、広域化の状況

を踏まえて、焼却場の稼働必要年数を見込

みながら、必要以上の設備投資とならない

ように設備機器の修繕を選択するのか、交

換を選択するのかを検討しながら行って

おり、経済的に進めております。現時点に

おきましては、施設の耐用年数とされてい

ます平成４０年度まで維持するとして、維

持管理に努めているところであります。 

 ３点目、一般職非常勤職員等賃金が３０

０万円ほど増額になっていることにつき

ましては、環境センターでは、ごみの受け

入れにつきまして、３人の人員を配置し、
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ごみ収集車のごみ投入場所の指示、持ち込

みごみの積みおろし場所の誘導、タイヤや

ブロックなど持ち込みできないごみのチ

ェック、分別指導、裁断機の操作などを行

い、適正なごみ処理が円滑に進むよう、ピ

ット前で指導啓発などを行っております。

平成２９年度は、再任用職員１名と、非常

勤嘱託員２名の合計３名で対応しており

ましたが、平成３０年度は再任用職員が退

職することになり、非常勤嘱託員を１名増

員しまして３名で対応することから、１名

分の予算を追加計上したことによる増額

でございます。職員の配置や内容は特に変

わりなく、引き続き適正なごみ処理に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 答弁は、質問の順番に

合わせてお願いをいたします。 

 大西課長。 

○大西生活支援課長 それでは、生活支援

課に係ります歳入歳出のご質問にお答え

をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書５６ページの返還金及び徴収金

につきましては、平成２９年から国民年金

の受給資格要件が１０年となり、新たに年

金受給権が発生したことによる返還金が

主なものとなっております。 

 次に歳出でございます。 

 予算概要６０ページのＯＡ機器管理事

業につきましては、平成３１年３月末で、

現在使用しております生活保護システム

のベンダーのサポートが終了するため、新

たなシステムの導入費用を計上しており

ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、予算書５８ページ、５９ページの

旅券事務印紙等売捌収入が前年度に比べ

て１，０００万円減額している理由でござ

います。パスポートの手数料につきまして

は、国と府の歳入となりまして、国の分に

つきましては収入印紙で、府の分につきま

しては大阪府証紙で納付することとなっ

ておりますが、このたび大阪府証紙が平成

３０年９月末で廃止されることになりま

して、１０月以降は現金で収納することと

なります。このため、売捌収入としまして

は、半年分の予算措置ということになりま

す。 

 なお、収入印紙につきましては従来どお

り残るわけでございますけれども、収入印

紙は食堂横の母子福祉会が運営する売店

でも販売されておりまして、売捌手数料に

よります収益も見込まれますことから、１

０月以降は売店のほうにお願いをしまし

て、市民課での販売は９月末で終了するた

め、収入印紙に関しましても半年分の予算

措置となっております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、歳出の自

治振興課にかかわりますご質問にお答え

させていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございます。予算概要２

２ページ、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業に

おきます防犯灯の設置状況及び今後の計

画について、ご答弁させていただきます。 

 現在、市内には６，５１９灯の防犯灯が

設置されており、毎年３０灯程度の新規設

置を行っておるところでございます。新規

設置につきましては、毎年、自治会や市民

の方々からのご要望や、宅地等開発時に開

発業者と協議を行い、それらを集約し、摂
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津警察署、茨木土木事務所、関西電力、Ｎ

ＴＴとの協議を行い、防犯効果を勘案し、

設置場所を決め、設置しているところでご

ざいます。 

 続きまして、予算概要２２ページ、防犯

カメラ設置事業に関しまして、本年度の予

算書から機械器具費が消えている、ない理

由と、あと今後の防犯カメラの設置に関す

る計画についてのお問いにご答弁させて

いただきます。 

 防犯カメラ設置事業につきましては、街

頭犯罪の抑制や安全なまちづくりを目的

とし、平成２５年度から市内５０台をめど

に設置を開始いたしました。その後、平成

２７年の寝屋川市中学生男女殺人事件を

きっかけに、街頭防犯カメラの効果や必要

性に注目が集まり、全国的に増設が進めら

れ、本市においても平成２９年度市内１０

０台設置を目標として設置を進め、本年度

末に設置が完了することから、平成３０年

度におきましては機械器具費を計上いた

しておりません。 

 今後は、防犯カメラの耐用年数が５年か

ら６年ということであり、平成２５年に設

置した機器が更新時期を迎えることから、

保守点検を行いながら必要な機器に対し

て更新を行いますとともに、更新時には各

カメラの防犯効果を検証し、移設などにつ

いて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、光好

委員の文化スポーツ課に係りますご質問

にお答えいたします。 

 予算概要２６ページ、文化ホール管理事

業の修繕料の内容と、リニューアル工事と

の関連につきましてお答えいたします。 

 内容につきましては、文化ホールの舞台

の吊り物用滑車が経年劣化をしておりま

して、それの取りかえということで修繕料

を計上しております。 

 耐震リニューアル工事が平成２８年度

で実施されておりますけれども、そのリニ

ューアルの内容につきましては、耐震の部

分と客席の座席や舞台の床、ロビー、トイ

レの改修などといった市民の方が多く利

用される部分を主に行っております。 

 設備の改修、修繕につきましては、耐用

年数や経年劣化の状況を見ながら必要な

時期に修繕料の予算計上を行って実施し

ていきたいと考えております。 

 続きまして、予算概要の４０ページ、摂

津ふれあいマラソン大会事業につきまし

て、お答えいたします。 

 平成３０年度の内容ということでござ

いました。平成２９年度の大会につきまし

ては、前年度を上回る多くの方にご参加い

ただきまして、ご協力もいただきまして、

無事終了させていただきました。平成２８

年度では鳥飼下地区でスタート地点を設

定しておりまして、平成２９年度では鳥飼

西地区に変更しまして、最寄り駅から近い

ところということの変更をさせていただ

いたことで、より多くの方にご参加いただ

けたのかなというふうに考えております。 

 平成３０年度の予算計上段階では、平成

２９年度でそういった形の変更もござい

ましたので、大きな変更ということは今の

ところ想定していないのですけれども、平

成２９年度の大会で、参加者の方にアンケ

ートを書いていただいたというところが

ございます。この中でいただいたご意見を

参考に、また実行委員会の中で検討して、

平成３０年度によりよい運営ができるよ

うに考えていきたいと思っております。 
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 続きまして、予算概要の４２ページ、企

業体育施設等利用抽選会実施業務委託料

についてお答えいたします。 

 市内体育施設と府立学校の体育施設、企

業体育施設の開放につきましては、予約受

付等を指定管理者で行っているという状

況でございますが、土曜日、日曜日、祝日

といった利用につきましては、指定管理者

で施設抽選会というのを行っております。

手続としては、市内施設とその企業体育施

設の開放部分というのも一緒に行ってお

りますので、今まではその中でやってきて

いただいてたのですが、企業体育施設につ

いて平成２８年度に増えたというところ

がございまして、指定管理者で事務に時間

がかかるようになってきたということも

ございまして、指定管理委託料の中での経

費等につきましても、ちょっと圧迫をする

ような事態となってきておるということ

を聞いております。本来、市内の施設の指

定管理と企業施設の開放部分の予約受付

というのが別物ということもありますの

で、本来の指定管理と分けて、別途業務委

託料を計上するものでございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、予算概要３４

ページの個人番号カード交付事業の個人

番号カード関連事務交付金が前年度に比

べて７００万円ほどふえている理由でご

ざいます。 

 個人番号カード関連事務交付金の平成

２９年度の当初予算額は９８５万７，００

０円でございまして、少なく見えるんです

けれども、それとは別に昨年の３月議会の

補正予算で、この関係の繰越明許の議決を

いただきまして、平成２８年度から平成２

９年度への繰越額が６３８万円ございま

したので、その分と合算しますと１，６２

３万７，０００円となりまして、ほぼ平成

３０年度と近い数値になっております。 

 続きまして、個人番号カードの交付状況

でございますが、本市では２月末日現在で

１万２，５７５枚、市民の方の約１４．７％

の方に交付をしております。カードの申請

はしているけれども、まだ受け取っていな

い方を含めますと、約１７．１％となって

おります。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問３点のうち、２点

について私からお答えいたします。 

 まず１点目ですけども、社会福祉協議会

補助事業におきまして、社会福祉協議会の

相談支援体制の強化ということでござい

ますけども、社会福祉協議会補助事業につ

きましては、従前から経常的な経費に加え、

平成３０年度予算では平成２９年度まで

保健福祉課におきまして実施しておりま

したコミュニティソーシャルワーク事業

を社会福祉協議会へ事業移管し、その事業

費として１，３８３万円の補助金を上積み

し、交付することとしております。 

 コミュニティソーシャルワーク事業に

つきましては、平成２４年度の相談件数が

２，７０９件であったものが、平成２８年

度は４，４３３件と大幅に増加しておりま

して、今後、２０２５年問題を目前に見据

え、対応事案の増加も見込まれております。 

 このような中、地域包括ケアシステムの

構築を初め、今まで以上に地域の役割が期

待されておりまして、地域に一番身近な存

在であります社会福祉協議会の重要性も

増してきているところでございます。平成

３０年度予算では、この業務を社会福祉協



－18－ 

議会へ移管し、社会福祉協議会内部に充実

した相談支援体制を構築して、地域課題へ

の対応に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、移管するにあたりまして、現在直

営で雇用しております非常勤のコミュニ

ティソシャルワーカー２名から、正規職員

１名のコミュニティソーシャルワーカー

を加えて、計３名の体制で増強してまいり

たいと考えております。 

 続きまして、予算概要６４ページ、まち

ごと元気ヘルシーポイント事業でござい

ます。 

 まちごと元気ヘルシーポイント事業は、

平成２７年度から平成２９年度の３か年

で実施してきました事業で、健康関連イベ

ントに参加したときに取得できるポイン

トシールを健幸ノートに貼付し、一定のポ

イントがたまれば景品に交換できる仕組

みとなっております。 

 また、事業効果としましては、平成２８

年度の参加者６９６名の内、大体７割ぐら

いの方が「歩くことが習慣化された」と回

答しておりまして、健康寿命の延伸とか医

療費の抑制に一定の効果があったものと

考えております。 

 平成３０年度の新たな事業では、スマー

トフォン、または専用の歩数計を利用しま

して、インターネットを通してサーバー上

で歩数を管理し、歩数に応じてポイントを

付与する仕組みとなっており、個人やグル

ープごとのランキング等、楽しく参加でき

るよう工夫をし、より多く歩いていただく

ことでメタボリックシンドロームの予

防・改善等を図ることができ、将来の医療

費の減少につながるものと考えておりま

す。 

 その他、計画期間は従前と同じく３か年

を想定しておりますが、従前の事業との違

いにつきましては、最終年度の参加目標を

約４，０００名としておりまして、大幅に

増加を見込んでいること、また対象者を４

０歳以上から２０歳以上とし、若年者の参

加も見込んでいること、業務形態としては

電話応対や商品発送など、委託形式をとる

ことなどを想定しております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 では、保健福祉課

に係ります１点のご質問にお答えいたし

ます。 

 ご質問の、出産育児相談支援事業の一般

職非常勤職員賃金についてでございます。

こちらにつきましては、平成３０年度予算

編成におきまして、事業の趣旨等を整理統

合し、出産育児相談支援事業に未熟児養育

医療給付事業、また訪問指導事業を統合し

ております。こちらにあります一般職非常

勤職員賃金については、訪問指導事業で計

上しておりました乳児訪問指導嘱託員賃

金と未熟児養育医療給付事業で計上して

おりました未熟児訪問指導嘱託員賃金を

合わせたものとなっておりまして、予算額

が６４０万８，０００円となっております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係りますご質問３点についてお答

えいたします。 

 予算概要４４ページをよろしくお願い

いたします。 

 まず１点目の、ＯＡ機器管理事業の増額

の理由でございますが、この高齢福祉管理

システムは、高齢福祉係で行っております

各種事業を管理するシステムでございま

して、独居の方の登録や家賃助成、配食サ
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ービスや緊急通報装置などの把握など、利

用者のサービス利用状況や相談状況を一

括して管理しておるシステムでございま

して、例年はシステムの保守委託料のみで

ございますが、このたび元号改正がござい

ますので、それに関する改正の分及びОＳ、

Ａｃｃｅｓｓのバージョンアップの対応

ということで、システムの更新が必要とな

っておりますので、増額をさせていただい

ております。 

 引き続きまして、予算概要４６ページの

高齢者日常生活支援事業のうちの訪問理

美容サービス補助金の事業内容について

ご説明させていただきます。 

 理美容店の利用が困難な要介護３以上

の在宅高齢者を対象に、補助事業の契約を

行った理髪団体及び美容団体に所属して

いる方、理美容店の方が訪問いただくサー

ビスでございまして、理美容店のほうから

利用者宅に訪問していただいて、理髪を行

っていただくサービスでございます。 

 理髪の利用料に関しましては、利用者の

自己負担でございますが、理美容店の訪問

に当たっての事業者の時間的な制約など

が発生しますし、移動にかかる諸経費のほ

うもかかるという部分に関して補助を行

うことで、要介護３以上の重度の方の在宅

生活を支えていくということができるの

ではないかと考えておりますので、新たに

この事業を来年度からさせていただく予

定にしております。 

 引き続きまして、予算概要の４６ページ、

ひとり暮らし高齢者等安全対策事業のう

ちの緊急通報装置設置委託料の増額につ

いての取り組み及びライフサポーター事

業の現状や今後の展開についてご説明さ

せていただきます。 

 緊急通報装置は、緊急時に連絡すると２

４時間対応していただいて、いざというと

きに訪問いただくサービスでございます。

また、月１回電話連絡等も行い、安否の確

認も行っていただいておる事業でござい

ます。 

 ただ、対象者に関しましては市内に住む

脳梗塞や心疾患など重篤な疾患のため、常

に緊急の事態が生じるおそれのある、おお

むね６５歳以上のひとり暮らしの方及び

昼間独居の方というような条件がござい

まして、利用者の状況ではございますが、

新規利用の方よりも廃止の方の人数が多

くなっており、全体としては減少傾向にな

っておる状況ではございます。 

 利用に当たって、固定電話が必要な仕組

みというような条件等で、固定電話の利用

が減ってきておる社会的な状況があるの

ではないのかなというふうには考えてお

ります。ただ、今年度に関しますと、新規

利用の方、もちろん廃止と比べるとまだ廃

止が多いですが、前年度と比べると新規利

用の方が非常にふえておる状況でござい

ます。これらはやはりケアマネジャー等が

介護保険の対象者で必要な方を判断いた

だいて、申請いただくというように啓発を

させていただいた結果、増加につながって

おるのではないのかなと思っております。

そういうことで、この事業に関しまして、

より直接かかわっていただく相談支援の

事業所の方々に関して、しっかりと伝えて

いくことで事業の利用を促していきたい

と考えております。 

 引き続き、ライフサポーターの事業でご

ざいますが、ライフサポーターはひとり暮

らしの高齢者の方に定期的に訪問いただ

くサービスでございまして、さらに平成２

８年度、７５歳以上の高齢者の方に訪問す

るということで、増員させていただいて、
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今、７５歳以上の高齢者の方の訪問をさせ

ていただいておる状況でございます。 

 現状といたしましては、ひとり暮らしの

高齢者の方に対しては一定終了させてい

ただいておりますので、高齢者のみの世帯

を現状は、訪問させていただいておる状況

でございます。それ以上の高齢者の世帯人

数の方に関しましては、一定ご家族もおら

れるということで、郵送等で現状把握をす

るという予定でございます。 

 これらの状況の中で、この事業に、７５

歳以上の訪問に関しましては、一定平成３

０年度には一巡、事業としては終了するの

ではないのかなと考えておる状況で、その

事業の状況が一定終了する中で、この高齢

者の７５歳以上の方の生活状況がより把

握できてくるのではないかと考えておる

状況でございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課に係りますご質問のうち、予算概要

７４ページの市民農園に関するご質問に

ご答弁申し上げます。 

 第４次総合計画では、平成３２年度まで

の目標といたしまして、市民農園の面積を

１万３，０００平方メートルと規定してお

るところでございます。市民農園は、これ

までも農地所有者のご協力をいただきな

がら、着実に拡大を図ってきたところであ

ります。 

 現時点での面積ということでございま

すが、平成２８年度の事務報告書にも記載

させていただいておりますとおり、９，９

４５平方メートルであります。 

 平成３０年度は、市民農園に対するさま

ざまなニーズにさらにお答えしていくた

め、新たに水稲体験農園、小学校低学年児

童の農業体験学習農園、そして福祉農園を

新たに開設してまいりたいと考えており

ます。 

 その結果、市民農園の面積は１万１，５

００平方メートル程度になる見込みでご

ざいます。今後とも、市内農地の状況と市

民農園のニーズへのバランスに配慮しな

がら、適切に市民農園の運営を行ってまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課商工労政に係りますご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、予算概要７６ページの産業振興ア

クションプランの効果検証の取り組みに

ついてでございます。産業振興アクション

プランにつきましては、平成２６年に策定

いたしまして、計画期間であります５年を

平成３０年度に迎えることになります。こ

のことから、今までの計画に基づいた取り

組みを振り返りますとともに、これからの

５年、１０年先を見据えての課題や産業振

興、商工業の活性化のために何が必要なの

か、そのために市としてどのような施策を

講じなければならないのかということに

つきまして、一定把握するため実施するも

のでございます。 

 具体的な方法につきましては、まだこれ

から検討することになりますが、今までに

各種の支援メニューを利用されました事

業所を含めまして、規模やまた業種を考慮

して、全体で１，５００件程度の事業所を

抽出し、これまでの取り組みに対するご意

見や課題などについてお伺いし、今後の産

業振興施策に生かしてまいりたいという

ふうに考えております。 

 続きまして、予算概要７８ページ、商工
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業活性化対策事業補助金が１２０万円ほ

ど減額になっているが、その理由というこ

とでございますが、この商工業活性化対策

事業補助金につきましては、商工業の活性

化を図ることを目的に、商工関連団体等が

行います各種の取り組みや事業に対して

補助するものでありまして、商店街の街路

灯維持管理事業に対する補助であります

とか、商店街や関係団体が主催する夏祭り

等のイベントに対して補助するものでご

ざいます。 

 予算を減額した要因でございますけれ

ども、街路灯をＬＥＤに改修したことによ

ります電気代の減少、また各商店街等で取

り組まれている集客イベントなどについ

て、新たな取り組みもございますが、中に

は中止された催しもあります。そういった

今までの実績を勘案して、予算の計上をさ

せていただいたものであります。 

 続きまして、同じく予算概要の７８ペー

ジ、南千里丘分室管理事業の修繕料の内容

でございますが、市商工会等が入居いたし

ます南千里丘分室におけるキュービクル

式高圧受電設備の更新を行うものでござ

います。 

 この南千里丘分室につきましては、マン

ションのモデルルームであったものを平

成２６年３月にマンションの分譲会社か

ら無償譲渡を受け、整備したものでござい

ます。整備に当たりましては、市商工会や

保育所等、各入居者が占用する部分それぞ

れ整備されましたけれども、キュービクル

につきましてはもともと整備されていた

既存のものを使用しておりました。このキ

ュービクルが耐用年数を経過するという

ことで、今回更新をするものでございます。 

○増永和起委員長 答弁が終わりました。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。順序は最初のとお

りで行いたいと思います。 

 まず、２回目の１つ目、補正予算書１７

ページ、障害者自立支援給付費等負担金に

つきまして、内容あるいは増額補正されて

る理由については理解いたしました。昨年

度より補正額が小さくなってますけれど

も、改めて毎年なぜこういった差が出るの

か、できるだけ補正しない、もしくは額を

少なくすべきだと考えますが、ちょっとそ

のあたりのお考えをもう一度お聞かせい

ただきたいと思います。 

 ２つ目の１９ページ、老人医療費補助金

につきましては、理解しました。ありがと

うございます。この質問はこれで終わらせ

ていただきます。 

 ３つ目の予算書３３ページの飼犬登録

手数料、これにつきましては、前の委員会

でも言いましたけど、狂犬病ですね、ご存

じのとおり人間が発症すればほぼ１０

０％死に至るということで、国内でも発症

事例がないことから、危機意識の低下が懸

念されている状況でございます。 

 次のステップとして、いろんな取り組み

をされてるかとは思いますけども、接種率

そのものを上げるためにどうすべきかと

いうのをいま一度お考えいただきまして、

取り組んでいただきたいと考えておりま

す。これにつきましてもこれで、要望とし

まして終わらせていただきます。 

 続きまして、予算書４３ページ、老人医

療費補助金、同時に説明いただきました４

５ページ、障害者医療費補助金ですね、に

ついては制度が変わって整理統合された

ということですので、理解いたしました。

ありがとうございました。これにつきまし

ても終わらせていただきます。 
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 ５番目も同様ですね。 

 ６番目に行きます。５７ページ、ペット

ボトル拠出金につきまして、これもご説明

いただいたとおり、単価が下がってるとい

うことで、質等の低下もないということで

安心しました。これにつきましても理解い

たしましたので、質問を終わらせていただ

きます。 

 続きまして７個目の５７ページ、生活支

援課、返還金及び徴収金の現年度分につい

ても、おおむね理解いたしました。ありが

とうございます。これも質問を終わらせて

いただきます。 

 ８個目の５９ページ、旅券事務印紙等売

捌収入ですね。これも半年分ということの

ご答弁がありまして、おおむね理解しまし

た。ありがとうございます。もうこれも理

解しましたので、終わらせていただきます。 

 次、９番目の予算概要２２ページのＬＥ

Ｄ防犯灯等防犯推進事業ですね。取り組み

に関してはおおむね理解しました。私は夜

によくウオーキングしてるんですけども、

時折やっぱり暗く感じる箇所がございま

す。先ほど市民とか自治会の要望等々も含

めてやられてるということですけども、改

めてそういったところが気づかれないと

ころもあると思いますので、いろんな暗所

に対してどう対応されているか、もう一度

お聞かせいただければと考えております。 

 続きまして２２ページ、１０個目になる

かと思いますが、防犯カメラ設置事業に行

きまして、１００台ということで目標台数

設置したということで理解しました。なか

なか適正台数というのが評価が難しいか

と思いますけども、防犯カメラはご答弁に

もありましたように、犯罪そのものを抑制

する抑止効果というのもあると思います

し、またあってはなりませんけども、実際

に犯罪が起こった場合、よくテレビでもド

ライブレコーダーも同様だと思いますけ

ども、犯罪、映像の証拠になろうかと思い

ます。改めてさらに設置する考えはないの

かということについても、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 続きまして、１１番目になろうかと思い

ますけども、２６ページ、文化ホール管理

事業につきましては、理解いたしました。

まだ手つかずの箇所もあろうかと思いま

すので、市民の方の安全というところに関

しては、早々に対応していただければと思

います。これについても終わらせていただ

きます。 

 続きまして、１２番目になろうかと思い

ますけれども、３４ページ、個人番号カー

ド交付事業ということで、予算の増額ある

いはマイナンバーカードの交付率、理解し

ました。全国平均よりも高いですし、また

さらに１７％台ですか、伸びてるというこ

とで、ちょっと感心しておりますけれども、

これですね、法務省では今後マイナンバー

カードを使って婚姻届とかパスポートの

申請、あるいは年金申請等に必要な戸籍証

明が不要になるということで、戸籍法改正

案を来年度の通常国会で提出ということ

を発表しているようです。これらの動きも

確認しながら、ぜひ交付率アップ等々、ま

たあるいはいろんな仕掛けもしていただ

きながら、アップにつなげていただければ

と考えます。要望とさせていただきます。 

 次、１３番目、４０ページ、摂津ふれあ

いマラソン大会事業につきましては、承知

いたしました。当該取り組みは、家族とか

地域の方々が触れ合ういい場と思います。

また、アンケートも実施されるということ

なので、今後も工夫を凝らしてぜひ盛り上

げていただきたいなというふうに思って
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おります。要望とします。 

 続きまして、１４番目の４２ページの体

育施設管理事業におきまして、これも使用

がふえたとか指定管理者が賄い切れなく

なったというご説明でございまして、理解

しました。これにつきましても、ご質問を

終わらせていただきます。 

 １５番目、４２ページの社会福祉協議会

補助事業におきまして、承知いたしました。

地域のまちづくりにおきましては、ご答弁

にもありましたけども、社協との連携は非

常に重要やと私も考えております。ご説明

にもありましたけども、コミュニティソー

シャルワーカーを軸に支援を必要として

いる方々の援助とかですね、あるいは地域

のつなぎ機能の強化というところも図っ

ていただければというふうに考えており

ます。要望とさせていただきます。 

 続きまして、４４ページ、１６番ですか

ね、高齢福祉管理システム保守作業委託料

につきまして、理解いたしました。説明を

聞いてますと、これ独自システムというふ

うに受けとめましたけども、先ほども生活

保護システムについても改めて独自シス

テムとお察ししました。ちょっと懸念する

のが、部局ごとにばらばらのシステムが導

入されてるのではないかというふうに受

けとめましたので、後々には庁内全体とし

てシステムがどうあるべきかということ

も検討いただきまして、対応いただければ

というふうに考えております。これも要望

とさせていただきます。 

 続きまして、１７番目かな、４６ページ、

訪問理美容サービスにつきまして、理解い

たしました。これは新しい取り組みかと思

いますので、高齢者の方々が住みなれた場

所でより快適に暮らせるように、また進め

ていただければと考えております。要望と

しておきます。 

 続きまして、１８番目、４６ページ、ひ

とり暮らし高齢者等安全対策事業におき

まして、緊急通報装置設置に関しては、い

ろいろ制約があって課題も多いかと認識

しております。 

 また、７５歳以上の見守り活動が平成３

０年度で一巡されると、また終了されると

いうようなことですけれども、やはり私と

しましては当該事業ですね、継続的にしっ

かりと取り組まなければならないと考え

ております。今までは７５歳以上の見守り

活動で把握できた情報とか、あるいはこれ

までの取り組みを振り返って、より適切な

対応へと見直す時期に来てるのではない

かと考えておりますので、そういったとこ

ろの考え方につきまして、もう一度お聞か

せいただきたいと思います。 

 続きまして、１９番目、６０ページ、先

ほど触れました生活保護システム改修委

託料につきましても、申し上げましたよう

にこれも独自システムではないかという

ふうに感じましたし、内容は理解しました

けども、後々には庁内全体としても同様に

システムのあり方ということも含めて対

応いただければと考えております。これも

質問を終わらせていただきます。 

 ２０番目、６２ページの出産育児相談支

援事業につきまして、理解いたしました。

３００万円程度増額した理由も理解いた

しましたので、この質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございます。 

 続きまして２１番目、６４ページ、まち

ごと元気ヘルシーポイント事業におきま

して、ご説明を聞いてますと個人とかグル

ープごとのランキングをされる予定とい

うことで、楽しく参加できるように工夫さ

れてるということで、いい取り組みかなと
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いうふうに考えます。私もスマートヘルシ

倶楽部でそういったところの気持ちもく

すぐられて、頑張った次第でございますけ

れども、今回参加者とか、あるいは対象年

齢を拡大されるということで、やはりそう

いった方々に参加しようとする動機づけ

というのが何かしら要るんじゃないかな

というふうに考えております。 

 また、私はスマートフォンを持ってます

けど、持っておられない方も、歩数計です

か、レンタルされるとは思うんですけども、

歩数管理そのものがその方たちは難しい

んじゃないかというふうに考えますので、

そのあたりのフォロー等についてもお考

えをお聞かせいただければと考えており

ます。 

 続きまして、２２番目、６４ページの環

境衛生事業につきましては、理解いたしま

した。これはもうこれで終わらせてもらい

ます。ありがとうございます。 

 続きまして、２３番目、６７ページ、地

盤沈下１級水準測量について、おおむね理

解いたしました。１級水準測量というのは、

地盤沈下の現象を把握する一般的な方法

やと私も認識しております。ご説明にもあ

りましたけども、年に１回の測量というこ

とですけれども、お聞きしておきたいのが、

やられた数字が出てくると思うんです、基

準点。あるいは判断基準とかね、あるいは

変動量の経過というのをこれから見てい

かれると思うんですけども、それらこれか

らどうやって管理していく、これからだと

思いますけども、どのように管理されてい

こうと考えられているのか、お聞きしてお

きたいなというふうに思います。ご答弁お

願いします。 

 続きまして、２４番目、７０ページの水

銀使用製品廃棄物処理ということで、中身

は理解いたしましたけど、開始時期につい

ては触れられてなかったと思いますので、

この回収の開始時期はいつごろを想定さ

れているのか、またどのように回収される

のか、加えて回収したもの、そのものをで

すね、恐らく外部で処理されるんだと思い

ますけども、どのように処理されるのかも

もう一度お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、２５番目、７２ページ、ご

み処理施設維持管理事業の修繕料につき

まして、減額されている理由とか、並びに

適正保全の考え方については承知いたし

ました。 

 もう一点確認させてもらいます。先ほど

も言いましたけど毎年１億円以上の予算、

修繕料を立案してると思いますけども、そ

の根拠となる保全方式ですかね、いわゆる

時間基準保全、ＴＢＭってご存じだと思い

ますけど、恐らくそれが多いんだとは思う

んですけども、時間基準保全、ＴＢＭをや

られてるのか、あるいは重要度の低いとこ

ろにつきましてはいわゆる事後保全のＢ

Ｍですね、をされているのか、また今言い

ましたように、それらを考えるに当たって

は、設備の重要度評価みたいなものをされ

てるんだと思うんですけども、改めてちょ

っと予算立案に対して保全方式をどう考

えてるのかとか含めて、考え方について、

簡単でも結構ですのでお聞かせいただけ

ればというふうに考えております。 

 続きまして、２６番目、７２ページの一

般事務事業におきましては、トータルで人

数は変わらず、やってることも変わらんと

いうことだと理解しましたので、ありがと

うございます。これもこれで終わらせてい

ただきます。 

 ２７番目、７４ページの市民農園設置事
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業につきまして、ご説明ありがとうござい

ます。理解いたしました。 

 平成３０年度の見込みが、目標の面積に

近づくほど、１万１，０００以上の平米数

になっているということでちょっと安心

しましたけれども、それもさることながら、

代表質問の際にも当会派としても触れま

したけれども、やはり実際に農地を持って

おられる方と農地に従事しておられる方

のミスマッチもあるかと思いますので、よ

り多くの方々に農業に親しんでいただき

ますように、ぜひこれからも取り組んでい

ただきたいと思います。要望とさせていた

だきます。 

 ２８番目、７６ページ、産業振興アクシ

ョンプランの検証につきまして、ご説明は

理解いたしました。これも、私は評価・検

証という言葉が好きなのですけど、なかな

か難しいものだとは思います。ただ、可能

な限り、今までの施策をしっかり評価して

いただいて、施策の進め方なども見直して

いただければと考えています。 

 僕はＰＤＣＡとよく言っていますけれ

ども、私の考えとして、やはりこれを機会

に改めて評価指標みたいなのをいま一度

考えて、その達成状況、結果指標ではなく

て直接的な指標を持って、達成状況を評価

するということと、いろいろな取り組み、

実施内容、課題、効果等々があると思うの

ですけれども、そういった評価・検証を通

じて、しっかりとＰＤＣＡを回すというこ

とをぜひ意識していただきたいなと思い

ます。施策の事業の効率性とか、あるいは

実効性をより高めていただければと考え

ておりますので、難しい問題かと思います

けれども、要望とさせていただきます。 

 ２９番目、７８ページ、商工業活性化対

策事業補助金につきましては、理解いたし

ました。 

 僕は空き家・空き店舗はよく質問させて

もらっていますけど、商店街の空き店舗も

ふえているということもありますので、非

常に厳しい状況とは理解しますけれども、

いろいろな角度から活性化に取り組んで

いただければと考えています。これも要望

とさせていただきます。 

 最後、７８ページ、南千里丘分室事業の

修繕内容につきまして、理解いたしました。 

 南千里丘分室におきましては、以前より

利用率が低いことも課題として挙げられ

ているかと思います。この際ですので、利

用率向上に向けてどういう取り組みを考

えておられるかについても、２回目、お聞

かせいただきたいと思います。 

 ２回目は以上でございます。 

○増永和起委員長 それでは、暫時休憩し

ます。 

（午前１１時４４分 休憩） 

（午後 ０時４４分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 午前中に引き続き、答弁をお願いします。 

 森川課長。 

○森川障害福祉課長 補正予算書の障害

福祉サービス費等給付費が毎年増額補正

を行っていることに対する考え方につき

まして、お答えさせていただきます。 

 障害福祉サービス費等給付費につきま

しては、当初予算での見込み以上に増加し

ていることから、委員がご指摘のように、

ここ数年、補正予算において毎年増額をお

願いしている状況であります。今後におき

ましても、高齢化、重度化により給付費が

増加傾向にあると考えておりますけれど

も、しっかりと実績を把握し、また、傾向

を分析することによりまして、当初予算に

て精査した予算計上ができるように努め
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てまいります。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にご答弁させて

いただきます。 

 予算概要２２ページ、ＬＥＤ防犯灯等防

犯推進事業についてでございます。 

 地域の暗い場所の確認等はどうしてい

るかということでございますが、先ほど１

回目の答弁でお伝えさせていただきまし

たように、ご要望等がございましたら必ず

現地のほうに、夜間ですけれども向かいま

して確認させていただいて、設置に向けて

進めさせていただいているところでござ

います。 

 続きまして、防犯カメラ設置事業につき

まして、さらに設置する考えはないかとい

うお問いについて、ご答弁させていただき

ます。 

 目標の１００台の設定につきましては、

摂津警察署と協議を行いながら目標を設

定してきたところでございます。協議の中

では、本市が設置しております防犯カメラ

だけではなく、警察のほうで情報をお持ち

の、市内の事業所等で設置されております

防犯カメラにつきましても考慮し、目標が

設定されております。現状では、増設の計

画はございません。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 高齢介護課に係

りますご質問について、お答えさせていた

だきます。 

 ひとり暮らし高齢者等安全対策事業の

考え方についてというご質問かと思うの

ですけれども、特にライフサポーターに関

して、７５歳以上の高齢者の方の訪問を平

成３０年度で一巡する予定でございます

ので、その中で把握できた高齢者の方々の

状況を十分に踏まえさせていただいて、今

後、２０２５年の地域包括ケアシステムを

構築する仕組みづくりを行っていくとい

う視点で、しっかりと事業を検討してまい

りたいと思っております。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 予算概要６４ページ、まちごと元気ヘル

シーポイント事業についてでございます。 

 まず、参加者への動機づけというお話で

ございましたが、新たな事業につきまして

は、なるべく市役所などに来ていただかな

くとも気軽に事業に参加できる仕組みと

してまいりたいと考えております。従前の

事業では、健幸ノートを持って、主に日中

開催される事業に参加しなければポイン

トは得られない仕組みとなっておりまし

た。新たな事業では、スマートフォンにア

プリをダウンロードし、歩いてもらうだけ

でポイントが付与される仕組みとなって

おり、これにより、いわゆる現役世代の参

加者獲得につながるものと考えておりま

す。あらかじめ健康の重要性等を認識して

もらった上、参加していただくということ

は、なかなか難しいことであると考えてお

ります。まずは、気軽に参加していただき、

無関心層を取り込み、その上で健康を意識

していただこうと考えております。 

 次に、スマートフォンを持っていない方

への配慮についてということでございま

す。 

 スマートフォンをお持ちでない方に対

しましては、専用の歩数計を携帯していた

だき、歩数のカウントデータを記録しても

らうこととなります。また、市内に設置す
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るタブレット形式の専用端末がございま

すので、定期的に歩数計をかざすことで歩

数のカウントデータがインターネット上

にアップロードされる仕組みとなってお

ります。このタブレット形式の専用端末を

設置する場所は、ポイントステーションと

称しまして市役所や保健センターに設置

することを予定しておりますが、できれば

民間事業者等の協力も得ながら、なるべく

多くのポイントステーションを設置して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 予算概要６６ペー

ジ、地盤沈下１級水準測量で得られた結果

の管理について、お答えいたします。 

 今後、各地点の隆起・沈降について年度

ごとに確認してまいりますが、環境省では、

年間２センチメートル以上の地盤沈下地

域を注意を要する地域としております。本

市におきましても同様の基準を持ちまし

て、２センチメートルの地盤沈下を目安と

し、管理していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかわります水銀使用製品一般廃棄

物の回収の方法、時期、処分につきまして

のご質問にお答えいたします。 

 収集方法につきましては、現在、検討中

ではございます。他市の事例では、個別収

集、ステーション収集、公共施設や協力電

気店等での拠点回収等の方法をとられて

いると聞いております。重要なことは、確

実に回収するということでありますので、

本市といたしましても、市民の利便性や確

実な収集方法というものを早い段階で決

められるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

 時期につきましては、収集方法が決まり

次第、市民の皆様への周知、収集体制の構

築等々がございますので、来年度の下半期、

早くても１０月以降になるかと考えてお

ります。 

 また、処分につきましては、水銀という

特殊な廃棄物という形になります。そのた

め実績のある事業者に委託したいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 予算概要７２ページ

の環境センターの修繕料が年１億円以上

かけている。修繕の計画の立て方はどのよ

うにしているのかというご質問にご答弁

申し上げます。 

 環境センターでは、焼却炉のメーカーが

異なっていることから、それぞれの炉のメ

ーカーに施設の調査を行わせ、施設の調査

結果をもとに修繕必要箇所、修繕必要時期

の把握をいたしております。修繕計画につ

きましては、焼却炉以外の建屋や付帯設備

の修繕必要箇所も含めた上で優先順位を

立て、計画的に進めているところでござい

ます。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課にかかります２回目の質問にお答え

させていただきます。 

 予算概要７８ページ、南千里丘分室の産

業支援ルームの利用率が低く、その向上に

向けた取り組みということでございます

が、ご指摘のとおり、なかなか利用率が上

がらないという状況にございます。産業支

援ルームの貸し出し利用に関しましては、

現在、地域産業のための活動を行う団体に

限定しております。そのことから、そうい



－28－ 

う団体にどんどん使っていただきたいの

ですけれども、なかなかふえないという状

況です。そういうこともございまして、有

効利用といたしましては、今後の使用につ

いて、施設の位置づけでありますとか、セ

キュリティなど管理上の問題から一定制

限することにはなりますけれども、その利

用範囲の拡大について、今現在、検討を進

めているところでございます。できるだけ

早く、条件等の整備を行いまして、有効活

用に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○増永和起委員長 答弁が終わりました。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは、３回目という

ことで、全て要望とさせていただこうと思

います。 

 まず、補正予算書１７ページの障害者自

立支援給付金費等負担金については、ご説

明いただきまして承知いたしました。 

 多少の補正はいたし方ないかとは思い

ますけれども、今後、ぜひ精査していただ

きますようによろしくお願いいたします。 

 予算概要２２ページのＬＥＤ防犯灯等

防犯推進事業においてですけれども、私は

要望が出ていない暗所のことをお聞きし

たかったのですけれども、もう要望にして

おきたいと思います。 

 先ほども言おうと思っていたのですけ

れども、自治会がない地域であるとか、あ

るいは市民の方でも直接暗いとか言えな

いところもあるかと思いますので、市のほ

うで気づいたところの暗所、危険だなとい

うところについてのご答弁をいただきた

かったのですけれども、現地も見られてい

るということですので、ぜひ能動的に現場

を確認していただいて、要望されていない

ところでも安全担保という視点を持って、

積極的なアプローチをしていただきたい

なと、恐らくやられているとは思うのです

けれども、そういったことで要望とさせて

いただきます。 

 それと、続きまして２２ページ、防犯カ

メラ設置事業におきましては、理解いたし

ました。 

 防犯灯同様に、自治会とか市民の方々か

らの設置要望もあろうかと思います。説明

にも警察等との話がありましたけれども、

警察以外の関係機関と都度協議いただき

まして、ご答弁にもありましたけれども、

犯罪抑制ということにも向けて、ぜひこれ

からも取り組んでいっていただきたいな

と考えております。要望とさせていただき

ます。 

 それと、４６ページ、ひとり暮らし高齢

者等安全対策事業について、お考えは理解

いたしました。 

 現状とこれまでの取り組みで把握でき

たことを振り返っていただきまして、また、

ご答弁にもありましたように、地域包括ケ

アシステムという枠組みの中で、全体とし

てどうやっていったらいいのかというこ

とを考えていただいて、今後取り組んでい

ただきますように、よろしくお願いいたし

ます。これも要望とします。 

 それと、６４ページ、まちごと元気ヘル

シーポイント事業において、理解いたしま

した。 

 健康づくりは、若い年齢から取り組むこ

と、あるいは、病気になる前の健康習慣が

重要であると私も考えておりまして、今回、

対象年齢を若年層に拡大される、あるいは、

１回目の質問の際に、最終年度、参加者を

４，０００人ということで目標にされてい

ますので、ぜひ、より多くの市民の方々に

参加いただけるように、積極的なアプロー
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チをよろしくお願いいたします。 

 それと、６６ページ、地盤沈下の水準測

量について、お考えは理解いたしました。 

 基準を採用される２センチメートル、あ

と傾向管理も必要かと思いますので、お願

いします。 

 また、これからの取り組みになろうかと

思いますけれども、測量技術等々は、日々

進化していると思います。ご存じだと思い

ますけれども、衛星を利用した観測とか、

あるいは、そういったデータ解析、また連

続監視ですね。１年に１回ではなくて、連

続的にどう変動しているのかということ

についても、技術の進歩とともにできるよ

うになってくるかと思いますので、ぜひ地

盤沈下の早期発見につなげていただきま

すように、そういった技術の進歩にも関心

を持っていただきながら採用いただけれ

ばと思います。これも要望とさせていただ

きます。 

 ７０ページ、水銀使用製品の廃棄物処理

につきましては、ご説明どおり理解いたし

ました。 

 ご答弁にありましたように、やっぱり確

実性と利便性ということにつきまして、私

もそう考えますので、ぜひ考慮いただきま

して、その旨も市民にしっかり周知してい

ただきますように、よろしくお願いいたし

ます。 

 それと、７２ページのごみ処理施設維持

管理事業の修繕料の考え方ということで、

メーカーの推奨という話です。 

 ご答弁にもありましたけれども、私も現

場を見させてもらいましたけど、３号炉、

４号炉のメーカーが異なります。設備特性

も異なって、予備品とか、あるいは長納期

品の共有化等々、設備管理面あるいは運転

面で非常に苦労されていることを認識し

ています。 

 世の中は、ご存じだと思いますけれども、

診断技術がしていまして、私も若干専門に

はしていますけど、回転機器とか静止機器

の状態監視保全、いわゆる診断技術を用い

た状態管理保全、恐らくメーカーはやって

いると思うのですけれども、そういったこ

とを期間を区切ってやるよりも、むしろ状

態を見て来年するのか、あるいは、やられ

ていると思うのですけれども、５年前に状

態監視保全をして１年寿命を延ばすとか、

そういったこともやられているとは思う

のですけれども、そういったこともぜひ採

用いただいて、適正保全に努めていただき

たいと思います。 

 また、１回目にご答弁いただきましたけ

れども、耐用年数については４０年という

ことを見込まれているということですの

で、その見込み違いによっては予算も大き

く変わってきますし、また大きく保全方式

も変わってくると思いますので、ぜひその

辺も留意いただきまして、しっかりと対応

していただきたいと思います。要望とさせ

ていただきます。 

 最後、７８ページ、南千里丘分室の利用

向上について、なかなか苦慮されていると

いうところも理解いたしました。 

 ただ、平成３０年度に修繕費も発生して

いますので、だからということではないの

ですけれども、利用者あるいは利用率向上

に向けて、ぜひ取り組んでくださいという

ことを要望させていただきます。 

 私からの質問は以上とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○増永和起委員長 光好委員の質疑が終

わりました。 

 ほかにありませんか。 

 弘委員。 
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○弘豊委員 そうしましたら、続けて質疑

させていただきます。 

 私のほうでは、それぞれの担当課ごとに

質問項目を絞っていますもので、ページ数

などは飛び飛びになりますけれども、ご容

赦願いたいと思います。 

 まず最初、１番目に、自治振興課にかか

わってなのですけれども、予算概要では２

８ページ、コミュニティセンター事業で、

別府コミュニティセンターの利用にかか

わってです。 

 予算書２８ページでは、歳入でコミュニ

ティセンターの使用料が９６万円と記さ

れているのですけれども、使用の頻度につ

いて、稼働率などもそうなのですけれども、

１年半たつ中で、なかなかほかの施設と比

べて稼働率が低いということなのだなと

感じているのですが、そこらあたりの対策

といいますか、お考えを聞いておきたいと

思います。 

 次に、２点目、これも自治振興課ですが、

今回、市民活動支援課を自治振興課に統合

するということで伺っております。市民活

動支援課がつくられたのが８年前かと記

憶しているのですが、これまでの取り組み

の成果といいますか、課をつくるときの目

的がこの間達せられてきたのかどうか。ま

た、自治振興課に今回統合することで、そ

こらあたり、今後の取り組みついてどうな

っていくのか、確認の意味でお聞きしてお

きたいと思います。 

 次に、市民課にかかわる部分です。 

 予算概要では３４ページ、証明書交付等

事業ということで上がっております。以前

は、コンビニ交付や窓口業務ということで、

それぞれ分かれていた項目かと思うので

すが、ここのところが一括で事業になって

おります。その中で、コンビニ交付システ

ムの保守委託料３００万７，０００円、設

定委託料２９万２，０００円それぞれあり

ますが、そこの中身について、お聞きして

おきたいと思います。 

 それと、窓口業務の委託料も、今回のプ

ロポーザルで新たに契約もされてという

ことで予算では３，２４０万円ということ

で上がっておりますが、前年と比べておよ

そ２００万円ほどふえておりますが、そこ

の理由について、お聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、４番目、市民サービスコーナーが

平成２９年で廃止されたことに関わって、

これも市民課にかかわりますが、事業の中

では証明書交付等事業と同じになるかと

思うのですけれども、一般職非常勤職員賃

金のところで前年に比べて上がっていま

す。これは、コミュニティプラザのほうで

取次サービスのために、市民活動支援課が

庁内に引き上げてくる関係で、ただ単に職

員を置いておかないといけないというこ

となのかなと思うのですけれども、そこら

あたりのところ、確認の意味で聞いておき

たいと思います。 

 次に、５番目、文化スポーツ課の点で、

先ほどの光好委員の質問の中にもあった

のですけれども、予算概要の２６ページで

文化ホールの修繕料のところです。 

 舞台装置の修繕ということなのですけ

れども、それをしている期間はホールの使

用ができなくなると思うのですけれども、

工事の期間は、いつ、どれぐらいの期間で

これをやられるのか、聞いておきたいと思

います。 

 次、産業振興課にかかわってです。６番

目です。 

 予算概要の７４ページ、農業団体育成事

業が上がっておりますが、これは、備考の
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ところに野菜苗や花の即売会もこの中に

含まれているかと思うのですが、前年は、

旧味舌小学校の体育館や門を入ったとこ

ろで行っておりましたけれども、今、工事

中になっている関係から、ことしはどのよ

うに取り組まれるのか、お聞きしておきた

いと思います。 

 ７番目、同じ産業振興課です。予算概要

７４ページ、市民農園設置事業で、先ほど

の答弁をお聞きしていましたら、福祉農園

というようなことを新たに取り組まれる

ということです。この中身について、どう

いうところを想定して今回取り組まれる

のか、お聞きしておきたいと思います。 

 ８番目、予算概要の７６ページです。 

 中小企業育成事業ということで、アクシ

ョンプランの評価・育成、これは先ほど来

にも質問があって議論がされましたが、や

っぱり、とりわけ中小企業、小規模事業所、

そういったところの実態把握というのが、

やっぱりどうしても大事なのかなと思っ

ております。そこらあたりの新年度の取り

組み、お考え等がありましたら、聞いてお

きたいと思います。 

 それから、９番目に予算概要７８ページ

で、企業立地等促進事業、今回、２億６４

２万５，０００円が上がっております。６

年間この事業を続けてこられていますが、

私どもはいつも指摘していて、やっぱり大

きい企業に多くの交付金が行くような形

になっていて、担当者としては中小のとこ

ろにも、これを活用してもらえるようにと

いうようなことで取り組みされていると

いうようなことをやりとりの中ではお聞

きして、決算審査のときにも聞いてきまし

た。一定、小規模のところにも行っている

のかなというようなことも感じますけれ

ども、やっぱり大きいところに大きな交付

金が行く関係からしたら、やっぱり市内の

働く人たち、そこでの雇用や就労のところ

で、もっと何かしら協力してもらえるよう

な、こういうことは必要ではないですかと

いうようなことを申し上げてきたかと思

うのです。代表質問で野口議員が、今回言

っていましたけれども、ここのところで具

体的に何かしらできないものなのか、お聞

きしたいと思います。 

 １０番目に、今回、産業振興の事業の費

目から、事業所データベース維持管理事業

が以前までありましたけれども、そこのと

ころがなくなっているのですけれども、新

年度、ホームページのリニューアルなども

取り組まれていくと思うのですが、そこと

絡めて何かアクションが起こせないのか

なということもあったので、聞いておきた

いと思います。 

 次、１１番目になります。環境業務課に

かかわってですけれども、ごみ収集処理事

業で、先ほど来にも質問されていましたが、

水銀使用製品の収集を新たに開始してい

くということです。方法等もこれから考え

ていくというようなことかなと思うので

すけれども、大体見込みとして、どれぐら

いこれが一月に出されてくるのか。これま

での乾電池やボタン電池とか、そこらあた

りとまた違ってくるのか。そんなに量はな

いのかなと率直に思うのですけれども、こ

こらあたりの見込みをお聞かせいただけ

たらと思います。 

 それと、もう一点、環境業務にかかわっ

てですけれども、本会議の際に、資源ごみ

の集団回収、空き缶等々の議論がありまし

た。本会議のやりとりでは、なかなか実態

がどうなのかということがわかりにくか

ったと思うのですけれども、この点でいい

ましたら、歳入のところで予算書の５６ペ
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ージ、５７ページ、資源の回収で３９３万

円、それからペットボトルで４００万円と、

およそそれぐらいの収入があるわけです

が、収入を得ることが目的でやっているわ

けではもちろんないということなわけで、

そんな中で、リサイクル、それからごみの

減量、こういったことからしましたら、登

録の団体を市が必ずしも把握しておかな

いといけないものなのかどうかというこ

とも、議論を聞く中で感じておりましたの

で、一度、お考えをお聞かせください。 

 続けて、１３番目、保健福祉課にかかわ

ってです。 

 予算概要の４４ページ、地域福祉活動拠

点整備補助事業です。 

 これも代表質問の中でいろいろ議論が

ありましたが、この間、三中校区での新た

な地域福祉活動拠点というのは、すぐにつ

くるかといったら、そうではないのかなと

いう以前から議論の中であると思うんで

す。そうであるならば、これまでは中学校

区にというようなことで拠点整備を進め

てきましたけれども、小学校区でというふ

うなことに切りかえてやっていくという

ようなことが、今、必要なのかなというふ

うにも思ってます。 

 それとあわせて、新たな箱物をつくると

いうことよりも、この間の議論を聞いてい

たら、今、使っているところの設備を整え

ていくということなども必要なのかなと

感じています。 

 一番新しく設けられた地域福祉活動拠

点で言いましたら、デイハウスましたの移

転、その前に、鳥飼地域での鳥飼小学校の

さわやか広場とりかいは既存の施設を改

修してですけれども、そうやって使えるよ

うにということで取り組まれてきていま

すが、今の三中校区でそれぞれ活動されて

いるところが、利便性やそういったところ

でいろいろと修繕なりそういうふうなと

ころが必要だったらそれを優先するし、そ

うでなければ、新たなというようなことも

含めてお考えを聞いておきたいと思いま

す。 

 次に、１４番目、助産施設入所承諾事業

ということで、予算概要の５２ページであ

ります。 

 ４８０万円ということですけれども、お

よそこれが何件ぐらいの見込みなのかと、

この間、利用の状況がどうなのかお聞かせ

願いたいと思います。 

 １５番目に、予算概要の６２ページ、出

産育児相談支援事業と、それから妊娠出産

包括支援事業とそれぞれございます。非常

勤職員の体制とかいうようなことで、先ほ

ど光好委員の質問の中でもありましたけ

れども、ここのところで、保健師がそれぞ

れ校区を担当して、これまでにもこんにち

は赤ちゃん事業とかいろいろと取り組ま

れてきていたと思うんですけれども、そこ

の体制が、今、どういう形で取り組まれて

いっているのか、また、新たに変わるので

あれば、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、１６番目、生活支援課にかかわっ

てです。 

 予算概要では、６０ページに生活保護事

業が上げられておりますけれども、２０１

８年度、制度の改正がまた予想されるわけ

ですけれども、予想される制度の中身につ

いてお聞きしておきたいのが１点、それか

らあわせて、この間、生活扶助の引き下げ

等が予想されますけれども、住宅扶助の引

き下げが、以前、行われた際と、持ち出し

というか、負担をされている件数、以前の

決算審査のときにも聞いてますけれども、

そこらあたり、その改善を図るそういう努
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力というか、新年度、とりわけ今の時期に

必要かなというふうに思うんですけれど

も、そこらあたりのお考えを聞いておきた

いと思います。 

 １７番目に、もう一つ生活保護にかかわ

ってなんですが、先ほどの光好委員の質問

でもあった国庫返還金の問題の中で、年金

受給権の制度にかかわって、随分と今年度、

補正予算の中でも、多くあったんだという

ことでお聞きしました。一体どの程度の件

数があったのか、そこらあたりで随分と現

場のケースワーカーも苦労されたんじゃ

ないのかなと思うんですけれども、引き続

き、そこのところがどのように現場の中で

取り組まれていくのか、ちょっとお聞きし

ておきたいと思います。 

 １８番目に、高齢介護課です。 

 予算概要の４６ページ、高齢者日常生活

支援事業の中で、民間賃貸住宅の家賃助成

が上がっておりますが、これ、高齢者の数

がやっぱりふえる、高齢者のみ世帯もふえ

ているという中で、なかなか利用というか、

予算的にもふえていかない、逆に減ってい

るみたいなことも、以前も私、指摘させて

いただいたかなと思うんですけれども、こ

の制度の周知がきちっと図られていって

いるのかどうか、なかなか周知してでもふ

えないということであれば、やっぱりどこ

かに原因があるんじゃないのかなと思う

んですけれども、この制度の改善等につい

て、お考えがないのかお聞きしておきたい

と思います。 

 １９番目です。これも予算概要では４６

ページですが、ひとり暮らし高齢者等安全

対策事業で、先ほど来、質問ありました緊

急通報装置の件ですが、ご答弁の中で、利

用者の方がふえているということをお聞

きしました。これ、決算審査の議論の際に

も、この契約の更新で新たに何か、従来だ

ったらアナログ回線しか利用できないけ

れども、デジタルでも活用できるようにで

きないのかなというやりとりがあったか

と思うんです。先ほどの答弁では、固定電

話ということで条件といっておられたと

思うんで、今後もアナログだけなのか、デ

ジタルもいけるようになったのか、その点、

確認で聞いておきたいと思います。 

 ２０番目ですけれども、介護予防・ふれ

あい事業ということで、予算７４５万円上

がっております。この事業の中にふれあい

入浴というのがあるかと思うんですけれ

ども、これもなかなか利用が減っていく状

態といいますか、そもそもこれまで利用で

きていたお風呂屋さんがなくなっていっ

ている状態ということがあるんですけれ

ども、これについて、新年度、なかなかこ

れをふやしていくということには予算的

にはならないんだろうなと思うんですけ

れども、実際、今、市内で残っているお風

呂屋さんは２軒だけ、正雀と香露園と２つ

だけなんですけれども、そこのところが、

やっぱり続けてもらえるような、そういう

ことについても、市として何かしら努力が

要るんじゃないかなと思うんです。 

 私は１０年ほど前までは正雀に住んで

いて、よくお風呂屋さんを利用していたん

ですけれども、最近、久しぶりに行ってみ

ると、なかなか中の設備が壊れていて、そ

れを修繕するに至ってないみたいな、そう

いう状態もあったりしていて、これ、いつ

までもつやろかなということも率直に思

ってしまうような状況ですし、香露園のほ

うなんかだと、営業時間が前は１１時まで

だったのが、１０時までに時間短縮してい

るというような状況もありますんで、何か

しらやっぱりてこ入れというか、支援が必



－34－ 

要なんじゃないのかなと思うわけですけ

れども、そこらをお考えがないのか聞いて

おきたいと思います。 

 あと障害福祉課にかかわってです。 

 ２１番目になりますが、予算概要の４８

ページ、老人医療費助成事業と、それから

先ほども議論がありました重度障害者医

療費助成事業、これ、府の福祉医療費助成

制度の再構築ということで、中身が変わっ

ていきますけれども、対象者等への周知で

すね、これまでは対象でなかった人に対す

る周知とあわせて、これまで対象だった方

などへもやっぱりいろいろ説明が要ると

思うんですけれども、そこらあたり、どの

ように取り組んでいくのかお聞かせくだ

さい。 

 最後になりますけれども、これも障害福

祉課です。 

 予算概要の５２ページで、チャレンジド

オフィス事業というのが、今回、人事課の

ほうから担当の所管替えということで、障

害福祉のほうにやってくるということで

す。やられる事業の中身等について、まず

お聞かせいただけたらと思います。 

 以上、質疑です。 

○増永和起委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にご答弁させて

いただきます。 

 質問番号１番、予算書２８ページ、コミ

ュニティセンター使用料について、関連し

まして、別府コミュニティセンターの使用

稼働率等をどのように考えるかというご

質問にご答弁させていただきます。 

 別府コミュニティセンターが開館いた

しまして１年を経過いたします。平成２９

年度の利用状況といたしましては、１月末

のデータとはなりますが、利用件数が１，

５５１件、利用者数が２万１，１４１名と

なっております。 

 別府公民館の平成２７年度の利用件数

は１，０４８件、利用者数が１万８５４人

でございました。 

 また、第１９集会所の利用件数といたし

ましては、平成１３年度から平成２７年度

で最も多く利用されました年度が平成２

２年度で、１４６件となってございました。 

 この数値を比較いたしますと、利用件数

ではコミュニティセンターが１，５５１件、

別府公民館、第１９集会所の利用件数を合

わせました件数が１，１９４件となり、約

３０％の増ということになってございま

す。 

 また、利用者のほうにつきましては、集

会所のデータはございませんが、別府公民

館の利用者と比較しますと、約９５％の増

となっております。 

 本年度につきましては、コミュニティセ

ンターのほうをより多くの市民や地域の

方々にご利用いただけますよう、絵画、書

道、音楽などの文化芸術関連事業、防災、

介護などをテーマとした講座、コンサート

や落語などのイベントを開催するととも

に、地域の方と協働し、第１回別府コミュ

ニティセンターまつりを開催したところ

でございます。 

 また、施設を管理いたしております指定

管理者も、エントランスを活用して月２回

から３回程度、子どもを対象とした工作や

絵本の読み聞かせ、あと健康体操、楽器演

奏の体験など、地域の方々にも講師になっ

ていただき、イベントを開催し、親しみや

すいセンターにということで取り組んで

おるところでございます。 
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 続きまして、２番目の質問でございます。 

 市民活動支援課の８年間の成果、それと

統合後の取り組みということに答弁させ

ていただきます。 

 市民活動支援課の８年間の成果といた

しましては、市民団体への支援といたしま

して、情報提供等を行わせていただいたと

ころでございます。 

 また、特にコミュニティプラザ、コミュ

ニティセンターの立ち上げ、運営、あとＮ

ＰＯ法人等の市民活動団体の育成や支援

を中心に行ってきたところでございます。 

 それぞれの施設におきましては、利用者

の声を聞きながら、利用しやすい利便性の

高い施設になるよう努めてまいったとこ

ろでございます。 

 また、管理につきましては効率化を図る

ということで、指定管理者制度を導入して

まいりました。 

 また、団体の育成につきましては、公益

活動団体として幾つかの団体が自立して、

法人の認証をとって活動をしていただい

ております。 

 また、統合後の取り組みについてでござ

いますが、今後のまちづくりにおいて協働

の推進は重要な課題でございます。今回、

自治会を所管いたします自治振興課と市

民団体の活動を支援している市民活動支

援課が統合することにより、自治会と市民

団体の協働によるコミュニティの活性化

につながる施策が展開できるよう努めて

まいりたいと考えております。 

 また、職員の協働に対する意識を高めて

いくことも、協働の推進では重要になって

おります。行政と市民団体との協働を進め

ていくために、本年度は研修も実施いたし

ましたが、加えて市民参画の進め方職員マ

ニュアルを作成し、啓発に努めてまいりま

した。市民活動支援係を庁内に配置するこ

とにより、さらに職員への協働意識の醸成

を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、従前から市民活動支援課で行って

おります市民団体への支援、情報提供、所

管施設の管理運営等事業につきましては、

引き続き、継続しながら充実を図ってまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 予算概要３４ページ、証明書交付等事業

のコンビニ交付システム保守委託料と設

定委託料の中身についてのご質問でござ

いますが、保守委託料につきましては、本

市の証明書コンビニ交付システムのハー

ドウエア、ソフトウエアの保守料でござい

ます。 

 設定委託料につきましては、平成３０年

度初めての予算設定となっておりまして、

これにつきましては、コンビニ交付サービ

スの利用店舗は主にコンビニエンススト

アでございますが、このたび、大手総合ス

ーパーのイオンでありますとか、平和堂ア

ル・プラザがコンビニ交付サービスに参入

されることとなりました。 

 これに伴い、スーパーの店舗でも本市の

証明書が発行できるようにするため、コン

ビニ交付システムの設定作業を行うもの

でございます。 

 続きまして、窓口業務委託料が前年度に

比べてふえている理由でございますが、窓

口業務の委託につきましては、今回、平成

３０年度から５年間の委託期間で、改めて

委託業者の選定を行ったものでございま

す。公募型のプロポーザル方式で業者選定

をしまして、業者から企画提案を受ける際、
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金額も含めて提案を受けておりますので、

委託を決定した業者の提案額がこの予算

額となっております。その額が平成２９年

度の金額から上回ったため、増額となった

ものでございます。 

 続きまして、取次サービスの非常勤職員

の賃金でございます。 

 取次サービスにつきましては、公共施設

６か所で行っておりまして、６か所のうち

公民館４か所につきましては、非常勤職員

を配置して運営をしております。コミュニ

ティプラザ、コミュニティセンターにつき

ましては、市民活動支援課の職員あるいは

非常勤職員に対応をお願いしておりまし

たが、この平成３０年度からコミュニティ

プラザから市民活動支援課の職員が本庁

に引き上げることになることから、コミュ

ニティプラザに非常勤職員を配置するた

め、予算の増額となりました。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、弘委

員の文化スポーツ課に係りますご質問に

お答えいたします。 

 予算概要の２６ページ、文化ホール管理

事業、修繕料について、修繕の実施時期と

期間についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 ご質問のとおり、修繕の時期につきまし

ては、施設の貸し出しができない状況とな

ります。 

 実施の時期につきましては、市民の方の

利用への影響ができるだけ少ないように

行っていきたいと考えておりまして、工期

につきましては、来年の２月ごろがよいか

と考えております。 

 そして、工事期間中は大体１週間から２

週間ぐらいの工期を見込んでおります。 

 貸し出しの停止対象というのは、ホール

の舞台の部分だけですので、ホールのみの

貸し出しの停止を考えておりまして、文化

ホールの中の練習室など、ほかの部屋につ

きましては、貸し出しの停止をしないでい

く方向で考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課に係りますご質問のうち、予算概要

７４ページ、野菜苗・花即売会及び福祉農

園に関するご質問にご答弁いたします。 

 まず、野菜苗・花即売会でございます。 

 こちらの事業につきましては、農業振興

会主催の事業でございまして、市が直接主

催している事業ではございません。 

 今年の実施場所をどうするのかという

ご質問であったかと思いますが、ご存じの

ように、従来の旧味舌スポーツセンターは

現在使用ができないため、市役所庁舎前の

駐車場で、土日の２日間限定で本年度は実

施する予定であると聞いております。 

 続きまして、福祉農園に関するご質問で

ございます。利用団体の対象をどうするの

かということでございます。 

 福祉農園につきましては、その目的を土

と親しんでいただくことで心身の健康の

保持及び相互親睦を行うこととしており

まして、主に各種の福祉関係法人を想定し

ております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課の商工労政に係ります質問にお答え

させていただきます。 

 まず、予算概要の７６ページ、産業振興

アクションプランの評価・検証のところで、

中小企業の実態把握も必要ではないかと
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いうことでございますけれども、まずこの

アクションプランの評価・検証の方法につ

きましては、先ほど光好委員のところでも

答弁させていただきましたけれども、これ

までの支援制度を利用した企業を含めま

して、大体１，５００件程度の企業を抽出

して、その実態も含めた調査をしていきた

いというふうに考えております。 

 その中で、アクションプランの効果や影

響、また、今後必要とされる支援がどのよ

うなものなのかということも把握してい

きたいと考えておりまして、関係機関とと

もに今後の産業支援策について、検討して

いきたいと考えております。 

 その中で、一定、中小企業の実情といい

ますか、課題といいますか、そういったと

ころもお聞きできる範囲で聞いていきた

いなというふうに思っております。 

 続きまして、２点目の７８ページ、企業

立地奨励金の件でございますが、こちらが

大企業優遇になっているのではないかと

いうことでございますけれども、金額的に

見ますと、やはり大企業と中小企業とでは

大きな差がございます。平成２９年度の見

込みでも、割合で言いますと、８７．９％

と１２．１％ということで、大企業がかな

りの部分を占めているというところもご

ざいますけれども、事業者数で言いますと、

大企業１０社、中小企業が１６社というこ

とで、一定、中小企業の方にも制度をご利

用いただいているというふうに考えてお

ります。 

 また、昨年、条例改正をした中でも、土

地の面積要件を廃止し、建築面積の要件を

緩和するなど、中小企業にもご利用いただ

きやすいように変更しております。 

 それと、雇用・就労にいかにつなげてい

くかということでございますけれども、こ

れも昨年度の条例改正のときに、努力義務

ではございますけれども、市内の産業振興、

雇用の機会の増大と、その他経済の活性化

に関する市の施策に協力しなければなら

ないという旨の規定を盛り込んでおりま

すので、制度利用をされている企業には、

今後も雇用も含めていろんなところで協

力を求めていければというふうに考えて

おります。 

 続きまして、事業所データベースが予算

書から事業として消えているということ

でございますけれども、このことにつきま

しては、平成２９年度まで事業所データベ

ース維持管理事業におきまして、維持管理

委託料として、毎年、予算を計上しており

ました。 

 これは何かといいますと、システムに不

具合が生じたときのために予算を計上し

ておりましたけれども、ここ数年、執行が

ないため、この予算をことしは計上しなか

ったということでございます。事業としま

しての予算計上は行っておりませんけれ

ども、現在運用しております事業所ネット

につきましては、今後も引き続き運用をし

てまいります。 

 市のホームページの改修とは切り離し

てというか、これは関連しておりませんの

で、それだけ申し添えておきます。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課に係ります２点の質問にお答えいたし

ます。 

 まず、予算概要７０ページ、水銀使用製

品の一般廃棄物、１か月の見込みがどれぐ

らい出るのかというご質問でございます。 

 昨年１０月あたりから、一体どの程度出

るのかということを調査してまいりまし

た。 



－38－ 

 回収対象となる５品目のうちボタン電

池につきましては、既に分別回収をしてお

りますので、残り４品目、蛍光管、水銀体

温計、水銀血圧計、水銀温度計が対象にな

るかと思いますが、この中で蛍光管が一番

たくさん出てくるだろうという予測を立

てまして、その中で傾向を見てまいりまし

た。 

 その結果、月平均、大体市域全域で２，

５００本強出てまいります。年末年始の時

期になりますと、４，０００本弱というよ

うな結果が出ております。 

 そういったことから、平成３０年度下半

期丸々回収をしたと算定いたしまして、半

年間で約１万６，０００本の蛍光管の回収

を見込んでおります。 

 続きまして、予算書５６ページ、資源ご

みの集団回収登録の必要性の件でござい

ます。 

 資源ごみの集団回収につきましては、ご

みの減量と資源の有効活用の促進、そして

ごみ問題に対する市民の意識向上を目的

としております。 

 現在、子ども会や自治会等の集団回収で

回収された資源ごみにつきましては、団体

自身でその売却を行い、その売却益は団体

の活動資金となっております。 

 また、市のほうへ団体登録をしていただ

くことで、資源ごみの回収量に応じた形で

協力金を交付しております。 

 団体登録につきましては、協力金を交付

する関係上、売却益が団体に入金されてい

ることが明確になるとともに、資源ごみの

売却価格が暴落した場合、その際にも協力

金を交付するという形で、活動資金の一部

に充当していただけます。 

 団体登録というものは強制できるよう

なものではございません。各団体の事情、

考え方等々もあろうかと思いますので、団

体登録のメリットを説明した上で、できる

だけ登録していただけるようにと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります３点のご質問のうち、予算概要４

４ページ、地域福祉活動拠点整備補助事業

についてのご質問にお答えいたします。 

 地域福祉活動拠点につきましては、代表

質問の議論でもございましたとおり、各中

学校区単位で整備することとしており、現

在、第三中学校区を残して４か所の整備が

完了しているところでございます。 

 第三中学校区につきましては、千里丘公

民館、旧三宅小学校舎、いきいきプラザな

ど、小学校区単位での活動が定着している

ため、なかなか進展がない状況でございま

す。 

 ご指摘の小学校区単位での地域福祉活

動拠点の整備ということでございますが、

現時点での考え方としましては、地域福祉

計画に基づき、今後も中学校区での整備を

進めてまいりたいと考えております。 

 ただし、地域福祉計画では地域福祉活動

拠点は中学校区としつつも、集会所や公民

館等公共施設での地域福祉活動を充実さ

せていくことも提言しております。 

 現在、各校区等福祉委員会におきまして

は、地域福祉活動拠点以外の既存公共施設

においても活発に活動されている状況で

ございます。 

 代表質問の議論の中にありました安威

川以南の地域におきましても、例えば鳥飼

東小学校区でしたら鳥飼東公民館、鳥飼北

小学校区でしたら新鳥飼公民館、味生小学

校区ですと、味生小学校の方で活動されて
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おります。 

 担当課としましては、引き続き、校区等

福祉委員会のご意見を踏まえながら、この

ような公共施設も含めまして、地域福祉活

動拠点の整備等に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は、保健福祉課に係ります２点のご質問に

お答えいたします。 

 まず、予算概要の５２ページ、助産施設

入所承諾事業につきまして、件数の見込み

と利用状況についてでございます。 

 平成３０年度の件数は８件を見込んで

おります。 

 また、利用状況についてですが、ここ二、

三年は、年間２件から４件ぐらいの件数で

ありましたけれども、昨年４月から母子手

帳の交付時に全数面接を実施しましたこ

ともあってと思われますが、平成２９年度、

現時点では７件の利用となっております。 

 続きまして、予算概要６２ページ、出産

育児相談支援事業と妊娠出産包括支援事

業について、その取り組み状況についての

ご質問でございます。 

 出産育児相談支援事業は助産師、保健師

が担当しております。主に乳児や未熟児の

家庭訪問や、また、未熟児の交流会等の事

業を担っております。 

 妊娠出産包括支援事業につきましては、

保健師が担当しておりまして、母子健康手

帳交付時の全数面接、これを主に担当して

おります。 

 これらの事業の実施の中で、継続的に家

庭訪問等支援が必要と思われるようなケ

ースや、また、他機関等との連携等が必要

と思われるケースにつきましては、従来か

ら地区担当制を引いております保健師に

引き継ぎを行いまして、連携を図りながら

対応をしております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 大西課長。 

○大西生活支援課長 それでは、予算概要

６０ページ、生活支援課に係ります生活保

護費に係るご質問、３点についてお答えさ

せていただきます。 

 制度改正につきましては、生活扶助費、

母子加算等の見直しが行われると聞いて

おります。 

 また、見直しにつきましては、平成３０

年１０月から段階的に実施すると聞いて

おります。 

 そのほかにおいては、大学等へ進学支援

として進学準備給付金の設立や、大学等進

学による世帯分離において、住宅扶助費の

減額を行わない措置についても検討をさ

れていると聞いております。 

 なお、具体的な基準額や運用の詳細につ

きましては、現段階で厚生労働省及び大阪

府からの説明がございませんので、今後も

動向を注視してまいりたいと思っており

ます。 

 続きまして、住宅扶助基準の改正に伴う

ご質問についてでございます。 

 住宅扶助基準の改正に伴い、現在、影響

を受けられている世帯の方につきまして

は、平成３０年３月時点では２３４世帯と

なっております。 

 過日の決算審査で申し上げましたが、平

成２９年１０月では２４３世帯となって

おりますので、９世帯の方が基準内の物件

に転居等をしていただいております。 

 引き続き、ケースワーカー等が家庭訪問

でそのご世帯の意向や生活状況を十分に

確認、把握し、その上で家主との家賃引き
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下げ交渉に係る助言を行うなど、各状況に

応じた支援を行ってまいります。 

 また、転居をご希望される方で物件を探

すのが非常に困難な方もいらっしゃいま

すので、そういった場合においても、物件

探しのサポートなど個別支援を行うなど

して、きめ細かい支援に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、３点目のご質問の、新たな年金受

給権の対象者のご質問についてお答えを

させていただきます。 

 平成２９年度の年度当初で、新たな１０

年年金につきましては、被保護者数のうち

１８０人の方が対象となっておりました。

今、平成３０年３月現在で、このうち約７

割の方につきましては、既に裁定請求は済

んでおります。ただし、あくまで請求をし

ているという状況ですので、年金機構のほ

うからの入金はまだの方もいらっしゃい

ます。 

 残りの方についても平成３０年度、引き

続き、支援をしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係ります３点のご質問についてお

答えさせていただきます。 

 まず、家賃助成の制度に関しまして、減

っているのはＰＲはどうなのかというご

質問かと思うんですけれども、高齢者世帯

の家賃助成の制度は、５万円以下の民間の

賃貸住宅に関しまして、６５歳以上のひと

り暮らしの世帯、もしくは６５歳以上を含

む６０歳以上のお二人世帯の方に対する

助成をする制度でございます。 

 今回、ライフサポーターによる７５歳の

高齢者の訪問時に、高齢者のための福祉サ

ービスという、家賃助成の制度を含む冊子

を訪問と同時に配布をさせていただいた

というような状況もございまして、一定そ

れらが啓発として効果があったのかなと

考えております。 

 これは年に３回申請する制度なんです

けれども、ちょうど今が３回目に当たって

おりまして、この受付を今、させていただ

いてるんですけれども、現状といたしまし

ては去年度を上回るような申請の件数の

実績がございますので、一定、周知はさせ

ていただいておるのかなと考えておりま

す。ただ、今後も広報等の周知も含めて、

工夫を凝らして、周知は行っていきたいと

考えております。 

 引き続き、予算概要の４６ページの緊急

通報装置の件なんですけれども、今回、緊

急通報装置に関しましては、引き続き、結

果的には同じところでさせていただいた

ということでございますが、ご質問のデジ

タル回線で利用は可能なのかということ

ですけれども、アナログ回線以外にもデジ

タル回線は、万一停電等になったときには

利用はできませんが、それをご了解をいた

だく承諾書を提出いただくことでご利用

できるようにと制度は変えさせていただ

いております。 

 同じく、ふれあい入浴の事業に関しまし

ては、現在、市内の公衆浴場に２か所、ご

質問の中にあったようなご協力を得て、実

施をさせていただいております。 

 そういう事業で、実際、公衆浴場が減少

しているというような社会的な背景がご

ざいますので、それに関して、時代の流れ

で、一定、普通のおうちに浴室等が整備さ

れているのが原因ではないのかなと考え

ておるんですけれども、このふれあい入浴

の事業、入浴の実施のことに関しましては、
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こういうご協力いただいている施設があ

る限りは、所管課としては実施してまいり

たいなと思っております。 

 ただ、ご質問にあったように、公衆浴場

の設備等に関しまして、支援を行うことに

関しましては、なかなか難しいのではない

のかと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課に係り

ます２点のご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、予算概要４８ページ、福祉医療費

助成制度の再構築に伴う対象者に対する

周知、また、対象から外れる人への周知に

ついてでありますが、周知といたしまして

は、現在の障害者医療費助成対象者に対し

ましては、１２月と２月の２回、個別郵送

にて制度改正の周知を行っております。 

 また、老人医療費助成対象者には、対象

から外れる人も含めて、１２月に個別郵送

による周知を行っており、３月中にも再度

個別郵送にて制度改正の周知を行うこと

を予定しております。 

 また、広報誌におきましても、１２月号

と３月号の２回にわたり、制度改正の記事

を掲載し、広く周知を行っております。 

 そのほかにも、身体障害者福祉協会の会

員交流会時において、制度改正の説明を行

っております。 

 また、新たに対象となります精神障害者

保健福祉手帳１級所持者に対しましては、

個別郵送にて制度の周知を既に行ってお

り、現在、随時、申請のほうを行っていた

だいているという状況であります。 

 現在の老人医療費助成対象者で、精神通

院等の要件であったため、重度障害者医療

費助成の対象から外れる方でも、その他の

要件によりまして、重度障害者医療費助成

に移行できるという方もいらっしゃいま

すので、個別郵送の案内時にその辺につい

ても周知を行って、申請を行っていただく

ように、ご案内を送っている状況でありま

すし、また、要件がない方に対しましても、

３年間の経過措置があるということを周

知している状況であります。 

 次に、予算概要の５２ページ、チャレン

ジドオフィス事業の内容についてでござ

いますが、内容といたしましては、障害者

を非常勤職員として雇用し、専任常駐の支

援員による支援や指導のもと、全庁的に集

約した簡易な事務作業を実施するもので

あります。 

 現時点での状況といたしましては、障害

者３名、支援員１名により、シュレッダー

書類の回収・裁断、郵送物の集配、事務物

品の交付、広報等の発送準備、データ入力

等の作業を行っている状況であります。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ２回目の質問をさせていた

だきたいと思います。 

 一番最初の別府コミュニティセンター

事業にかかわって、利用状況、稼働状況に

ついてのお答えいただきました。公民館時

よりも利用者はふえてますよというよう

なことでお聞きしておりますけれども、予

算書のところの歳入、コミュニティセンタ

ーの使用料、料金のところでいうと、フォ

ルテで２０４万円、正雀市民ルームで３０

０万円ほどの使用料あるのに対して、コミ

ュニティセンターが９６万円ということ

になっています。公民館利用時から継続の

方については、経過措置での減免利用とい

うことになってるかと思うんですけれど

も、それにしても、この９６万円というの

は少ないんじゃないのかなと、見込みとし
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て、思うわけですけれども、そこらあたり

の認識について、お聞きしたいのと、この

平成３０年度については、減免率が幾らに

なっているのか、確認でお聞きしておきた

いと思っております。 

 それから、２番目、市民活動支援課が自

治振興課に今回この４月から統合されて

いくというようなことです。課長がお答え

になられましたように、市民参画や協働の

まちづくり、こういうようなことの中で、

やっぱりこれまで役割を果たすようなこ

とで、市民活動支援課がつくられてきたと

いうふうに思います。 

 最初は市長公室のほうが、この市民活動

支援課を持っていたところから、生活環境

部に切りかえて、今の状態になってるとい

うふうに思うんですけれども、総合計画の

中でも、まちづくりの目標の一番最初に掲

げられている市民が元気に活動するまち

というようなことの中、市長公室、市民生

活部、それぞれ連携して、これまで取り組

んできてるというふうには思うんですけ

れども、自治振興課と市長公室と、そうい

ったところの連携というのが、この間の取

り組みの中ででも、十分に持ててきてるの

かな、どうなのかなということが少し気に

なるところでもあるんです。そこらあたり

の点について、もう一度お聞かせいただけ

たらと思います。 

 続いて、３番目、証明書交付等事業で、

コンビニ交付システム設定委託料、これが、

新しくスーパー大手のイオンであります

とか、アル・プラザで活用できるようにな

るということなんですけれども、摂津市内

には、皆さんもご存じのように、どちらも

該当する大手スーパーはございません。そ

んな中で、これって本当に必要なのかなと

いうふうに、率直な疑問としてあるんです

けれども、これはそのコンビニ交付システ

ムというその全体の動きの中で、もう、こ

こにかかわっているところは自動的にそ

の分担金といいますか、そういう形で払わ

なければならないものなのか、どうなのか、

お聞きしておきたいと思います。 

 それから、窓口業務委託料でふえている

部分については、今回契約の更新だからと

いうようなことですが、その窓口委託にし

て、その窓口業務の中身については、若干

その業務の中身がふえる部分があるのか

な、どうなのかなというようなことを以前

お聞きしたときには、そうでもないですみ

たいなお答えやったようにも思うんです

が、更新のたびに金額が上がっていくよう

なことでは、困るかなとも思うんですが、

そこらのお考えも１度お聞かせください。 

 それから、市民サービスコーナー廃止後

の取次サービスで、非常勤職員の方、新た

にふやさないといけないということが今

回この中にあるかと認識しています。以前、

うちの会派の議員の一般質問の中ででも、

この取次サービスどうなのかと、本当に行

革でコスト削減になっているのかなどう

なのかなということを指摘させてもらっ

たことがあったかと思うんですけれども、

その点からしてもやっぱりここは疑問に

感じるところですし、今回ふえている約１

２７万円ほどのその金額としては予算増

なんですが、それでその新たな１か所を、

その非常勤職員の配置と勤務形態、コミュ

ニティプラザが開いてる時間帯は常駐さ

れることがこの金額でできるのか、その点

についてもお聞きしておきたいと思いま

す。 

 ５番目ですが、文化ホールの舞台の関係

です。修繕の時期で、２月ごろ、一番使用

の少ない時期を選んでというようなこと
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なんだろうと思います。必要な工事という

ことで、やらなければならないということ

だから、わからんでもないんですけれども、

やっぱりできればリニューアル、この間、

閉じてたそのときに、一緒にやれればその

ほうがよかったなと、今、思うんですけれ

ども、この工事期間、ホール使用できませ

んという、そういった周知についても、あ

そこは会館の予約は半年前でしたか、それ

以前にやっぱりきちっと伝えて、早目に関

係者に伝えていただいて、影響の出ないよ

うにお願いしたいと思います。これは要望

です。 

 次、６番目ですが、野菜苗・花即売会で

す。やっぱり年々規模が縮小しているなと

感じていて、私もその旧味舌小学校でやら

れているときに、大体毎年顔を出しておっ

たんですけれども、その前には、南千里丘

の摂津警察署の横、今のモデルルームがで

きてるところがふれあい広場という大き

かったところでやってましたし、その以前

は市役所の前でやられてたこともあった

んですかね。そういったことからしたら、

徐々に規模が小さくなっていってる。それ

は主催が農業振興会ですから、なかなか市

のほうでどうこうできるということもで

ないのかもしれないですけれども、今回、

市役所前にまた戻ってこられてやるとい

うようなことですから、またバックアップ

といいますか、支援にもしっかり取り組ん

で、多くの市民の皆さんに、こういった場

にもふれあってもらえるようになればよ

いなということで、これは要望としておき

たいと思います。 

それから、７番目で、市民農園の福祉農

園についてお答えいただきました。市内の

福祉団体、どういったところがということ

はまだ特定はできないかなと思うんです

けれども、福祉関係といったら、障害のあ

る方とか、また、保育所とか、そういった

ところなのかと。土にふれあってというこ

とになるのですけれども、私が以前勤めて

いた社会福祉法人でも、畑を持っていて、

ボランティアの方に耕してもらって、毎年、

施設利用者の方が芋掘りとか、そういった

ことをしておりました。また、そこでとれ

た作物を、言ってみたら物品販売みたいな

ことで購入いただいて、そこの利用者の工

賃というか、そういったことにも活用する

取り組みがあったんですけれども、障害者

施設でいいましたら、割と多くのところで、

また、地方のほうとか行きましたら、農業

が盛んなところで、それがいわゆる授産活

動といいますか、お仕事の柱になっている

ようなところもあるんですけれども、そう

いった活動についても、一定、利用できる

ような、そういう考えがないのかどうか、

確認でお聞きしておきたいというふうに

思います。 

 ８番目です。中小企業育成事業の中の産

業振興アクションプラン評価検証、これま

たしっかりとやっていただきたいと思う

んですけれども、このアクションプランを

策定する際のその事業所実態調査、５年前

になるんですか、やられたと記憶してるん

ですが、その際にはいわゆる失業者の雇用

対策とか、そういう補助金が国のほうから

おりてきて、そういった方たちの仕事も移

管して、いろんな調査ですよね、やってい

くというようなこともあったと思うんで

す。 

 それから、いろんな聞き取りの部分とか

含めて、市の職員が実際に足を運んでその

実態を把握していく、つかんでいくという

ふうな努力をされてたのかなと思うので

すけれども、そういったことってすごく大
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事な取り組みだと思います。産業のまちと

いうことで、この摂津市はよく言われてお

りますし、やっぱり市の発展というふうな

こと、地域が元気になっていく、とりわけ

安威川以南のそういう広い地域が住工混

在したような、そういう地域にもなってい

る中では、そこのところをリアルにつかん

でいくような、そういう取り組みがことし、

来年、必要なのかなというふうにも感じて

おりますので、ここのところは要望としま

すけれども、しっかりと取り組みを強めて

いっていただけたらと思います。 

 次に、９番目、企業立地等促進事業のと

ころでお聞きした分ですけれども、市内に

企業の大きな事業所もやっぱりあって、そ

こもやっぱりしっかりと事業をしていっ

ていただくことが、市の発展とか活力につ

ながっていくということは、私らもそのよ

うに考えております。そういった点でいい

ましたら、より、そこのところの協力も、

市のほうからも訴えていくことが大事な

のかなというのが幾つか最近気になるこ

との中であるんです。 

 例えばその代表質問の中で、これは三好

義治議員がおっしゃってましたけれども、

鳥飼の地域の中で会社の社宅が減ってい

く、そういうのが人口減少にもなっていっ

てるんじゃないかというふうなことをお

っしゃってましたが、そういう社宅がなく

なる、何でかっていったら、やっぱり雇用

の形態とか、正社員がその市内、すぐ近く

に住んでるというようなことでなくなっ

て、雇用形態が切りかわってたりとか、他

市からやってくるとか、そういうようなこ

とになっていってるのではないのかなと

思いますし、そういった点も含めて、ちょ

っと先ほどの中小零細企業のリアルな実

態把握ということをあわせて、この企業立

地等促進事業の中でつながっている、大き

な企業との実情把握ですかね、そんなこと

も産業振興課の課題としてあるんじゃな

いかと思うんですが、そこらの認識も聞い

ておきたいと思います。 

 次に、１０番目、ホームページの関係、

事業所データベースは、市のホームページ

のリニューアルとは直接的には関係はな

いのはそうなんだろうと思うんですけれ

ども、せっかくここでホームページをリニ

ューアルするんだから、その機に事業所デ

ータベースの中身なんかについても、より

使い勝手のいいものに更新されたらいい

なというふうなことで、それは要望として

おきますので、お願いしたいと思います。 

 次に、環境業務課のほうです。水銀使用

製品の収集の関係で、多くは蛍光灯という

ことかと思いますが、それにしてもその本

数、月に１，５００本ぐらいが多くてそう

いう状況なんだろうと思うんです。今後そ

のＬＥＤなんかがどんどん普及していく

中では、水銀も含めた蛍光灯は本数も減っ

ていくという中で、この収集の方法とかが、

より効率のいい方法を考えていくことが

大事かなと思います。さっき一例で言って

たその家電のお店とかで、ポストというか、

ステーションにしていってもらうとか、そ

ういうことだったらいつでもその蛍光灯

を取りかえたときに、取りかえたら新しい

のを買いに行かないかんわけですから、そ

ういうお店との往復がある。そこで廃棄で

きたら、市民にとっても便利なんじゃない

かなとか、その捨てるタイミングで、例え

ばその収集日を決めてということになる

と、その日を過ぎると、また次いつになる

だろうみたいなことになったりもすると

思うんで、ちょっとそこらあたりはまた考

えていってもらいたいと思うし、また体温



－45－ 

計とか血圧計とか、そういったものってそ

んなにやっぱり出ることないと思うんで

すよ。それに体温計ってすごく小さいもの

ですから、出すときにほかのごみと、とい

うようなことでいったら、やっぱり確実に

回収するというようなのも難しいと思う

ので、ここのところはまた１０月以降とい

うことで聞いておりますので、またよりよ

い方法を考えてやっていただければと思

います。 

 それと、質問１２番目の資源の回収の問

題で、さっきの答弁でおっしゃられたよう

に、やっぱり市民の皆さんに協力いただく

ということで、リサイクル推進、それから

環境の問題でということで、取り組んでも

らってますし、登録はやっぱり任意のこと

だというふうにも思いますし、継続してや

っている自治会や老人会や子ども会とか

ね、そういったところはやっぱり協力金が

あるんだから登録したら得だよというよ

うなことだけども、その恒常的にやってい

るところばかりじゃないというふうにも

思うので、そこは臨機応変にやったらいい

のかなと思います。 

 先日、摂津小学校が５０周年の記念行事

ということで、学校で取り組まれて、その

歴史の中で、昔ね、学校の取り組みの中で

新聞回収みたいなことをやったのを、懐か

しく思い出されるみたいなことでおっし

ゃっていて、その当時はそんなに新聞回収

というのがメジャーでなかったのかなと

か、ある意味感じたりもしましたけども、

いろんなその、いろんな団体とか、人たち

が、独自の取り組み、努力もされて、今の

集団回収みたいなことになってるんだろ

うというようなことを思えば、今の状況を

しっかりと継続して取り組んでいっても

らえたらよいのかなというふうに思いま

した。これも答弁は結構です。 

 １３番目で、地域福祉活動拠点整備補助

事業です。今の地域福祉計画にのっとって、

今の時点ではやってるというようなこと

なんで、なかなかその三中校区の整備がな

いまま、そこを飛ばして次のところという

ようなことにもなっていかないのかなと

いうことが、今のお答えでしたけれども、

そうはいっても、その中で今、活用してい

るところの中身の改善というようなこと

をしていくこと。またあわせて将来的には、

また新しい地域福祉活動拠点をつくる際

に、私はその先ほどの質問と高齢介護のと

ころと絡みますけれども、例えばふれあい

入浴みたいなことが利用できる場所がど

んどんなくなっている中で、ああいう高齢

者の、地域のふれあいの場って、お風呂、

入浴施設、そういうのはすごく大事なもの

なんじゃないかなと思うんです。せっつ桜

苑の老人福祉センターにあるようなお風

呂、よその市なんかでも、老人センターと

かつくったら、結構、福祉施設の中にそう

いうのが設けられていることがあると思

うので、１回そんなのも福祉活動拠点とか

って考えていただけたら、また新たな活動

の広がりとか、できるんじゃないのかなと

思いますので、要望としておきます。 

 １４番目、助産施設入所承諾事業という

ことで、助産制度、なかなかふだん暮らし

ている中では耳にしないというか、こうい

う制度があったんだと思う方が大半じゃ

ないかなと思うんです。私も、つい去年の

話ですけれども、妊娠されているけれども、

夫は失業中で、なかなか生活困窮している、

そういう方の相談に乗った際に、この助産

制度の利用ということで、お世話になった

んですけれども、その際に、年間やっぱり

利用件数って、一桁台ですよね。担当され
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る職員も、その制度はあるのはわかってる

けども、その利用の手続とか、いろんなこ

とでいったら、そのケースバイケースとい

うこともあるんだろうなとに思ったわけ

ですけども、やっぱりこの制度をもっと知

ってもらうということが、ある意味、必要

なんじゃないかなというふうに、去年の体

験を通じて感じたんです。先ほど、川口参

事のほうから、全数面接で、妊婦の方とお

あいする中で、やっぱりその利用がふえた

っていうことをお聞きする中で、これまで

は対象になってたけれども、なかなかそれ

を見逃してしまってたんじゃないのかな

というふうなことも、ちょっと感じていま

す。 

 今、私どもの代表質問の中でも、子ども

の貧困問題ということを取り上げていっ

ている中で、出産の段階でそのことを把握

してて、何かしらの援助につないでいける

ということが、この制度、いろんな制度の

中の１つですけれども、取っかかりになる

んじゃないかとも思いましたので、引き続

き必要な人にしっかり行き届くような、そ

ういうアプローチ、啓発とかも、どこかで

できたらよいのかなということで、これに

ついても要望としておきたいと思います。 

 １５番目ですが、出産育児相談支援事業、

それから、妊娠出産包括支援事業というこ

とで、これもやっぱりあわせて、大事な取

り組みだと思っています。今、地区担当の

保健師がそれぞれかかわっていらっしゃ

るということでお聞きしておりますが、そ

の保健師は常勤、非常勤あるのかな、どう

なのかなというふうなことも、今、具体的

にその何人体制で、校区の担当が、それぞ

れ中学校区ぐらいで５人ぐらいいるのか

なというようなことを想像してたりする

んですけれども、一度その中身というか、

具体に数字をお聞かせいただけたらと思

います。 

 続いて、生活支援課にかかわってです。

今、予想される制度改正の中身については、

まだ流動的というか、確定ではないという

ことで、私もその点は承知してるんですけ

れども、議論の中では、１０月以降、およ

そ５％ほどの扶助費の引き下げみたいな、

そういうことが言われていると認識して

います。 

 そんな中で、従来から私どもが取り上げ

ている、住宅扶助の中で制度が、基準が下

がった、そんな中で自己負担、いわゆる生

活扶助費の中から持ち出して何とか生活

しているという方がいらっしゃって、そこ

の生活扶助が減らされたら、もうやってい

けないということにどうしてもなってい

くんじゃないのかなと思っているんです。 

 いろんなケースがあることも承知して

おりますし、以前だったら４万２，０００

円の基準まで出ていたけれども、今は３万

９，０００円しか家賃の上限で出ないと、

３，０００円持ち出している。３，０００

円ぐらいだったら何とかということで頑

張ってきたけれども、それ以上に手取りと

いうか収入が減ってしまったらというこ

とまで、その時点では考えてなかった方も

いらっしゃると思うんですよ。今までだっ

たら何とかやってきたけども、半年後には

それでやっていけなくなるんだというよ

うなときには、それまでに対応していくと

いうことが大事だと思いますので、以前こ

う言っていたから、この人は転居の対象じ

ゃないとか、そういうことではなしにです

よね。 

 それから、転居がやっぱりこの人は困難

なんだということがケースワーカーとの

相談の中でもあったら、そういう方につい
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ては従来の住宅扶助の特別基準のところ

も含めて考えていくというようなことを

要望しておきたいというふうに思います。 

 それから、大学への進学の支援とか、そ

ういうところについて、今回の生活保護の

改正が削られるだけじゃなくて、充実され

るところもあるよということも承知して

おりますが、その点については、しっかり

と周知もして、アプローチしていくことも

よろしくお願いしたいと思います。これも、

もう答弁は結構です。 

 １７番目でお聞きした年金受給権のこ

とが、制度改正があって随分とご苦労され

たんだなと感じました。 

 高齢者の中で年金にかかわらない人っ

てそんなに多いわけじゃなくて、１８０人

の中で何割かの方は申請して何とか、今、

収入があってというような。でも、その収

入は生活扶助との相殺になるということ

で、納得がいかないとかいう声も聞いたり

もしましたけれども、そこの制度を説明し

て理解を得てということを１件１件、対象

の方とお話ししてやってこられたんだな

というふうにも思っております。 

 これからも引き続き残っている方がい

らっしゃるということでは、丁寧に取り組

んでいただきたいなと思うのと、そういっ

たことでいったら、業務量との関係で、今

のケースワーカーの人員が、平成２８年度、

平成２９年度、平成３０年度、そこのとこ

ろで増員なりがあるのかどうか。そこの職

員体制について、この際お聞きしておきた

いと思います。 

 あと、１８番目、高齢介護課のほうに行

きますけれども、民間賃貸住宅の家賃助成

ということで、今年度については、昨年を

上回って利用者がいてるということです

けども、私の見落としなのか勘違いしてい

るのか、予算のところについては、前年よ

りか減っているんじゃないかと思うんで

すけれども、そこは、その前の年の実績み

たいなところで判断されたのか、少しここ

を確認でお聞きしておきたいと思います。 

 それから、１９番目でひとり暮らし高齢

者等安全対策事業、緊急通報装置の件です。

利用できる対象者の方、これまでだったら、

デジタルだったら家庭につながらないよ

というふうなことで説明してたと思うん

ですけれども、そこのところは一定利用し

てもらえるようにもなりましたというこ

とを今お聞きして、ちょっと安心しました。 

 ただ、病弱でとか、１回入院したり救急

搬送とか経験されてないと、なかなかその

人は対象にならないという、以前みたいな

そういうことではなしに、しっかり一人一

人の実態を見て、対象になる方に行き渡る

ように、この点についても要望としておき

たいと思います。 

 それから、介護予防・ふれあい事業で、

ふれあい入浴、民間のお風呂屋さんのとこ

ろまでなかなか施設改修は難しいという

ふうなことをおっしゃいましたけれど、難

しいと思うんですけども、何とかできない

のかなと。ほっておいたら、みんななくな

ってしまうということになりかねないと

いうふうに思うので、高齢介護課だけの課

題じゃもちろんないと思いますから、庁内

連携してもらって、例えば、産業振興課と

かと協力したら、何かのアプローチ、どこ

かから補助金をもらえるような、そういっ

たことにならないのか。市民活動支援課と

か、いろんなところ、知恵を出していただ

くように、これを要望しておきたいという

ふうに思います。 

 あと、障害福祉課の点です。福祉医療費

助成制度の再構築については、広報に載っ
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ている部分とか、大阪府の出している府政

だよりにも載っていたりもしましたけれ

ども、でも、やっぱりわかりにくいなと思

うので、実際の利用者の方にきちっと周知、

もちろん郵送だけとかじゃなくて、身体障

害者福祉協会とかだったら集まりのとき

にそういう説明もしたということですけ

れども、漏れのないようにしておきたいと

思います。 

 あと、この制度を利用する際には一定、

申請の方式になってくるかと思うんです

よ。老人医療費助成などでも、今だったら

６５歳以上の障害１、２級の方、難病の方、

今回の改正で外れるのが重度でない難病

の方と障害２級の方、これはもう外れてし

まうということなんですけれども、６５歳

になられていて、対象なんだけれども申請

してないから、まだその医療証を持ってな

いとかいう方がいらっしゃるんじゃない

のかなと私は思っていて、そういう人たち

は、この３月中に一旦申請してたら３年間

の経過措置で、受けられるわけですよね。

そういうふうなことも、障害福祉の中では

ちょっとそういう情報とかも、もしかした

ら、つかんでいて当たられているかもしれ

ないんですけれども、そういうことも含め

て、漏れのないように、影響がちょっとで

も少ないようにお願いしたいというふう

に思います。 

 最後、チャレンジドオフィス事業のこと

ですけれども、事業の中身からしたら、私

は人事課が所管なのかなと思ったりして

いて、障害のある方たちの支援というよう

なことで、もちろん障害福祉課も協力して

やっていく取り組み、これまでも協力して

取り組んでいるんだろうと思うんですけ

れども、この年度がわりに所管替えという

ようなことが、もう一つしっくりこないな

と思っております。ここらあたり、今後、

障害者雇用のことでいったら、役所内だけ

でなくて、もっともっと市内企業とか事業

所とか、そういったところに広げていく課

題である中で、市役所としての受けとめ、

これで本当にいいのかなというのを、もし

できたら、副市長、ちょっとお答え願えな

いでしょうか。お願いしたいと思います。 

 以上、２回目です。 

○増永和起委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課に係りますご質問にご答弁させていた

だきます。 

 まず１点目、予算書２８ページ、コミュ

ニティセンター使用料に関連しまして、平

成３０年度の予算の見込み９６万円の見

込みについてということのご質問にご答

弁させていただきます。 

 先ほど弘委員のほうからもおっしゃい

ましたように、現在、公民館登録クラブで

あられた団体につきましては、５年間の減

免の経過措置の期間中になってございま

す。経過の措置のほうの減免の率につきま

しては、平成２８年度は８５％減免、平成

２９年度は７５％減免、平成３０年度は６

０％減免、平成３１年度は５０％減免、平

成３２年度は４０％減免という経過措置

を、今、運用させていただいているところ

でございます。 

 現状、コミュニティセンターにつきまし

ては、やはりまだ別府公民館の登録クラブ

であられました団体の利用が多うござい

ますので、やはり先ほど出ておりました正

雀市民ルーム等と比較しますと、まだ使用

料はその部分で低くなっているというよ

うな状況で、ご理解いただけたらというふ
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うに思っております。 

 ２点目の第４次総合計画の基本計画の

１の１については、確かに、「『みんな』が

協働するまちにします」ということで、市

長公室が担当の部になってございます。こ

れも先ほど弘委員のほうがおっしゃいま

したように、この協働の推進に当たる計画

策定時には、まだ市民活動支援課がござい

ませんで、おっしゃるとおり、政策推進課

が所管しておりまして、市長公室の所管と

いうことになっておりまして、その後、市

民活動支援課ができ、協働の推進につきま

しては、市民活動支援課が中心になって進

めていくという組み立てで、今、進んでい

るところでございます。 

 連携につきましては、先ほど市長公室と

いうふうにおっしゃいましたが、先ほど組

織の再編のところでもご答弁させていた

だいたんですけれども、これは全庁的に、

市長公室だけじゃなく、福祉や、さまざま

な部署と連携して、協働を進めていくこと

が重要かと思っておりますので、そのよう

な取り組みで進めてまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、コンビニ交付サービスでございま

すけれども、事業者が新たに参入すると、

市も自動的に追加となるのかというお問

いでございますけれども、これにつきまし

ては、新規事業者の追加は市の任意でござ

います。 

 先ほど委員がおっしゃいましたように、

確かにスーパーのイオンは摂津市内には

ございませんけれども、近隣の大日であり

ますとか、茨木市のほうには摂津市民も多

くお買い物に利用されると思います。シス

テム設定料としましては、約２９万円の費

用はかかりますけれども、利用店舗を拡大

していくということは、市民の利便性の向

上に大きく寄与するものと考えておりま

す。 

 続きまして、窓口業務の委託料が、年々

更新のたびに金額が上がるというお問い

でございますが、委員がご指摘のとおり、

窓口業務の委託料につきましては、平成２

９年度、平成３０年度と２年連続で増額と

なっております。 

 ただ、窓口業務委託料の大部分は、そこ

で働かれる従業員の人件費でございます。

現に、平成２９年度はスタッフの増員がご

ざいました。平成３０年度も業者のほうか

らは増員を検討されていると聞いており

ます。 

 市としましては、委託料をできるだけ安

く抑えるということも必要ではございま

すけれども、一方で、大部分が人件費でご

ざいますので、委託事業者の従業員の労働

環境の整備であるとか、待遇の改善等々も

必要かと思いますので、今回の増額はやむ

を得ないものと考えております。 

 続きまして、取次サービスの非常勤職員

の勤務形態と、あと、この金額で本当にい

けるのかというお問いだったかと思いま

す。 

 取次サービスの非常勤職員の勤務とし

ましては、平日の午前９時から正午、３時

間勤務でございます。月額にして、大体６

万円強かなというふうに思っておりまし

て、今回、予算設定の段階で、通勤手当を

２万５，０００円の上限で設定しておりま

すので、この金額となっておりますけれど

も、通常でいきますと、１施設８０万円程

度で運営できるかなというふうに考えて
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おります。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課にかかわりますご質問のうち、予算

概要７４ページ、福祉農園に関します２回

目のご質問にご答弁申し上げます。 

 福祉農園で栽培した農作物の販売に対

する考え方のお問いであるかと思います。

販売につきましては、市民農園の公共性や

関係法令の趣旨を鑑みますと、専ら収益を

上げることを目的といたしまして、例えば、

栽培した農作物を小売店に出荷するなど

の商業行為はできないものとお考えいた

だければと思います。 

 ただし、あくまでも福祉活動目的の範疇

を逸脱しないものであれば、例えば、各種

のイベントにおいて栽培した農作物を出

品される程度の取り扱いは可能であると

考えます。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係りますご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 企業立地のところから、市内企業の雇用

実態や労働力の調査も必要ではないかと

いうことに関してですけれども、今、言わ

れたように、雇用の形態といいますか、い

ろんな働き方というのがございます。パー

トやアルバイト、また契約社員とか派遣、

また今で言いましたらフリーランスとい

いますか、１つのところに専属しないで自

分の特技を生かして働くというような、い

ろんな働き方がございます。 

 その働き方につきまして、それが個人の

意思なのかそうでないのか、それぞれいろ

いろとあるとは思いますけれども、そうい

ったことを今後、一定の働き方、また企業

の支援という観点からも、そういったこと

も一定把握というか、知っておく必要もあ

ると思っております。 

 我々産業振興課におきましても、就労支

援でありますとか、また企業からすれば、

今は人材不足というのも大きな問題とな

っておりますので、そういった雇用の形態

の変化に伴います働き方についても、中小

企業、それ以外の大きな企業も含めて、何

らかの形で調査し、把握するようなことは

必要だというふうには認識しております。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、６２ペ

ージ、出産育児相談支援事業と妊娠出産包

括支援事業に伴いまして、保健福祉課の保

健師等の体制についてのご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、出産育児相談支援事業、また妊娠

出産包括支援事業を主に担っております

保健師２名、助産師１名につきましては、

非常勤職員でございます。 

 正規職員の保健師といたしましては、参

事１名、係長１名、地区を担当する保健師

６名となっております。 

 また、ほかに専門職といたしましては、

管理栄養士１名を配置しており、それぞれ

が連携を図りながら、各事業や市民への支

援に取り組んでいる状況でございます。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 大西課長。 

○大西生活支援課長 生活支援課に係り

ます２回目のご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 ケースワーカーの人員につきましては、

平成２８年度１１名、平成２９年度も同じ

く１１名となっております。今後につきま

しても、必要な人員の確保に努めてまいり

たいと考えております。 
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 また、委員がご指摘のとおり、日々事務

業務はふえております。しかしながら、ケ

ースワーカーの業務の中で一番大切なの

は、家庭訪問だと考えておりますので、こ

こに影響が出ないよう日々の事務処理等

を合理化して、時間をつくるようにしてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 吉田保健福祉部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係りますご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 高齢者世帯民間賃貸住宅の家賃助成に

関しまして、今回減額しているということ

の理由に関しましては、この家賃助成の制

度、ピーク時の平成２５年度の決算の状況

から平成２８年度の決算の状況を見させ

ていただいて、その中で、状況としまして

は、支給額が減少しておるということでご

ざいますが、その平成２５年度のピーク時

の決算額の額等を十分に考慮して、このた

びの減額する額を決定させていただいて

おる状況でございます。 

○増永和起委員長 チャレンジドオフィ

ス事業について、副市長、答弁をお願いし

ます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、チャレンジドオ

フィスについて、ご答弁申し上げます。 

 今回、人事課のほうから障害福祉課のほ

うに所管替えをいたしました。私が考えま

すのは、それぞれ組織・機構につきまして

は、固定化せずに、やはり時々の状況に応

じて、要は流動化するべきものというふう

に思っております。 

 その目的というのは、やはり行政の効果

が上がるかどうか。それから、市民の利便

性向上が図れるかどうか。こういう視点で

やはり機構改革を考えていかなければな

らないというふうに思っております。 

 今回のチャンレジドオフィスの分につ

きましては、障害福祉課がチャンレジドオ

フィスを所管することによるメリットが

ございます。 

 １つは、障害を持たれる方に対する各種

の社会資源や支援学校等との緊密な連携

のもと、対応が行えること。それから、さ

まざまな経験を持つ社会福祉士等の専門

資格を持つ職員によるきめ細やかな対応

など、障害を持つ作業員や支援員をバック

アップする体制が十分にとれるという判

断をいたしました。 

 ちなみに、ことしの平成３０年４月から

法定雇用率が変わってまいります。民間企

業でいきますと、２．０％が２．２％、そ

れから、国・地方公共団体では２．３％か

ら２．５％というふうになっております。 

 もちろんこの雇用率のクリアは最低限

必要ですが、私思いますのは、やはり障害

者の雇用については、やはりどういうふう

にして定着をさせていくのか、これが一番

肝心なことではないかなと思っておりま

す。そういう意味から今回、障害福祉課が

担当しますことによって、定着が増すので

はないかというふうに思っております。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら３度目にな

ります。おおむねもう要望にしておきたい

というふうに思うんですけれども、よろし

くお願いします。 

 最初に、別府コミュニティセンターのこ

とです。 

 平成３０年度につきましては、多くの公

民館クラブからの移行をされている団体

は６０％の減免だということです。それに

してもやっぱりそのフォルテの利用率、稼
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働率は、それほどというか、そんなに稼働

しているとは、まあまあ使われてはいるん

ですけれども、それと同程度の使用料に、

じゃあ、なるのかなあいうふうなことです

よね、予算額が９６万円で、これを６割減

免というふうなことと比較したら。もう少

しやっぱりここは利用を見込めるような、

そういうことにしておく必要があるんじ

ゃないかなと率直に思います。 

 また、その利用の料金は、これまでの経

過の中でも、いろいろと意見も出ているか

と思うんですけれども、徐々に上がってく

るということの中で、その利用者が遠のか

ないようにはですね、そこのところは、し

っかりと取り組んでいっていただきたい

と思っております。 

 先日、代表質問等の中では、別府コミュ

ニティセンターが今後の施設、公民館等々

の再編のモデルになるようなというか、そ

んなことが答弁の中にあったようにも思

うので、それやったらやっぱりしっかりと、

ここのところで役割を果たすようにして

いっていただけたらというふうに思いま

す。この点はもう答弁結構です。 

 ２番目の市民活動支援課がこれまで、つ

ながりのまち、ということで果たしてきた

役割ですね。全庁的に今後とも市民参画と

協働の中で、役割はあるんだろうというふ

うに思っております。 

 これまでの８年間、これが十分だったの

か、まだまだいろいろと課題があるんじゃ

ないかということも含めてですね、引き続

き今後の活動につないでいただけたらな

というふうに、この点も答弁結構です。 

 ３番目、コンビニ交付システム設定委託

料ですね。２９万２，０００円、それほど

大きい額ではもちろんないんですけれど

も、ほかのスーパーでありますとかそうい

ったものも今後、例えばやりますよと言っ

たら、そのたびに、こういうのが出てくる

のかなあということであります。 

 とりわけ今の言われたイオン、アル・プ

ラザ、まあまあ大きなスーパーでこういう

ことを発行する方も、中にはいらっしゃる

のかなと思いますけれども、身近なコンビ

ニとかでとれるのに、あえてというふうな

ことをやはり思ってしまうんですよね。そ

こらあたりは必要ないんじゃないかなと

いうことを思いますが、まあまあ見解の相

違かもしれませんので、答弁はもう求める

のは差し控えたいと思います。 

 それから、窓口業務の委託料ですね。今、

川本課長がおっしゃったように、多くは人

件費なんだというふうなことです。窓口の

委託開始のときにも、さまざまな議論した

というふうに思うんですけれどもね。その

人件費がほとんどの事業をあえて民間に

移していかなければならないというなん

が、本当にそれがよいのかどうかというよ

うなことはね、もう一遍、庁内でも考えて

もらいたいと思うわけです。 

 市の直営で、非常勤職員や行政パートナ

ーや、そういった方ではできないというこ

とが、どうしてそうなるのかということも

ですね。その民間会社がノウハウを持って

るからとかいうことも、そのときの議論で

はあったかもしれないんですけれども、で

も、そのノウハウを行政が身につけていく

ということも大事だと思いますし、結局は

民間の方の賃金、労働条件、そういった点

が保障されているのかということもです

ね、あわせて検証していく必要を求めてお

きたいというふうに思います。まあまあ、

答弁は結構です。 

 市民サービスコーナーのところも同じ

ことなので、結構です。 
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 それから、市民農園、福祉農園のことに

ついてなんですけれどもね、専ら、その収

益活動に資するということは目的に合わ

ないということ、確かにそうなのかもしれ

ません。 

 私、先日、今週の月曜日ですけれどもね、

新聞報道を見てて、障害者福祉施設の事業

活動、収益活動に、課税対象にするという

ことを国税庁が、そういうふうなことを言

ったというふうなことで、以前までは、こ

れは福祉活動だからと、収益活動ではない

からということで課税されていなかった

部分を突然、課税対象になってということ

で、ちょっともめているというふうな記事

ですよね。そういうのを目にして、すごく

残念だなあと感じたんですよ。 

 言ったら、障害のある方の日中活動支援、

それがお仕事して、収入得て、それ自体や

っぱり福祉目的の活動なわけなのに、それ

は事業活動、収益活動だというふうなこと

のみなしになってしまって、課税の対象だ

と言われるわけですよね。 

 でも、そういう捉え方を行政がするのか

ということは、私は違うと率直に思います

ので、この福祉農園だって、まあまあそん

なに、これを収益の柱にする活動は現時点

でね、想定もできないと思うから、今の局

長がおっしゃられた答弁でよいのかなと

いうふうにも思うんですけれども、今後の

ことも考えたら、やっぱり福祉事業という

のがどういうものなのかということをで

すね、それぞれ認識一致していただけたら

というふうにも思います。 

 ９番目の質問で、企業立地のことを問い

ました。それで、政府が働き方改革とかい

って今ね、国会でもいろいろ議論になって

いて、これまで、これは、ずっとやっぱり

長いこと問題になっていることだという

ふうにも思っています。 

 時代に合わせて、いろいろとというふう

なことは、もちろんそうなんですけれども、

やっぱり摂津市で働く市民の暮らしの状

況を見据えたときに、そこで果たしていく

行政の立ち位置、それから、企業に対する

役割の提起ということを整理して、また取

り組んでいただけるように要望しておき

たいと思います。 

 あと、保健福祉課のところで、子どもの

出産・育児にかかわる専門職の体制につい

てお聞きしました。それぞれ非常勤職員の

方ももちろん、それから正規の職員もいて

体制とって、この取り組み、また、これだ

けじゃないさまざまな取り組みがされて

いるんだということです。 

 広報の３月号で、出産からの切れ目のな

い子育て支援というふうなことが特集さ

れて、やっぱりそこには一定、期待も、私

もしています。そういった面ではいろいろ

なケースがあって、ご苦労もされると思う

んですけれども、全ての子どもが健やかな

成長、そういうふうなことの中でね、また

親支援というふうなことも含めて、この取

り組みの強化、求めておきたいと思います。 

 生活保護の点です。ケースワーカーの体

制、人員、これまでにも人数をふやす努力

もされてきたとも聞いておりますし、なか

なか今の人員で十分なのかといったら、そ

このところは十分とは言い切れない中も、

この体制で頑張らないかんというふうな

ことなのかもしれません。 

 ただ、やっぱり本当にその対象となる、

保護を受けられている方たち、また、保護

は受けていないけれども、困窮されて相談

に来る方たち、そこの親身な相談というふ

うなことの中でですね、制度が変われば、

それで逐一やっぱり大変な状態になって
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くるというふうなことであります。 

 生活保護は最後のセーフティーネット

ってよく言われますけれどもね。そこのと

ころで相談したけれども、なかなか対応し

てもらえずにという諦めとかが多くの報

道でもあるような事件であったりとか、そ

ういうことにもつながってくるというこ

とを考えるならば、しっかりと、ここのと

ころは踏ん張って体制もとっていただい

て、今回の予想される制度改正などについ

ても対応されるように、要望しておきたい

と思います。 

 高齢介護の点で、民間賃貸住宅の家賃助

成、今回、予算で出している額については

わかりました。ただ、制度の中身について

は周知とあわせて、また、改定のほうもお

願いしたいなあというふうに思っていて、

やっぱり家賃は５万円が上限で、５万円以

上のところに住んでたら受けれないとい

うふうなことだったり、高齢者世帯に今こ

れは限られていますから、例えば障害のあ

る方と一緒に暮らされている高齢者、また、

高齢になった親を障害のある子どもが介

護しながら暮らしている、そういう家、そ

んなところもやっぱりケースバイケース

で対象を広げるようなことができないの

か、庁内での検討を求めておきたいと思い

ます。 

 最後に、チャレンジドオフィスのところ

を副市長にお答えいただきました。今回は

判断して、障害のある方の仕事場での定着、

こういうふうなことが大きな課題にもな

っている、法定雇用率のことも今言われま

したが、なかなか市内でも達成できてると

ころ少ないんじゃないのかなあと思いま

すが、市がやっぱり率先して、そこのとこ

ろは例を示していくということがありま

すから、より定着のところに力入れてとい

うふうなことで、今回の判断だということ

でお聞きしました。 

 そうであるならばね、やっぱり障害福祉

課の現場のところでも、しっかりしたフォ

ローと支援というか、取り組みが大事だし、

また、あわせて、もともと人事課のほうで、

この仕事をつくるということを、そこのと

ころが大事だと思うので、そこは引き続き

連携しながら取り組んでいっていただけ

たらと思います。 

 私もなかなかね、障害のある方の就労と

かそういったところも携わってきました

経験もありますが、本当に長く、そこで働

き続けようと思ったときは周りの配慮が

すごく大事であると思っていますし、逆に、

これまでのチャレンジドオフィスの中で、

そこのところが課題になるようなことだ

ったのかなということも今回、この所管替

えの話聞いて思ったりもしてますので、今

後については、きちっと対応をとって、中

身の濃いものにしていってもらうように、

お願い、要望としておきたいというふうに

思います。 

○増永和起委員長 弘委員の質疑が終わ

りました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時    休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 それでは、ほかに質疑ありませんか。 

 南野委員。 

○南野直司委員 それでは、何点か質問を

させていただきたいと思います。 

 まず初めに、予算書の歳入から２つだけ、

ちょっとご質問をさせていただきたいと

思います。 

 １点目には、先ほども議論がありました

けれども、予算書の２９ページになります。
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コミュニティセンター使用料９６万円、コ

ミュニティプラザの使用料が１，３００万

円、そして文化ホールが４００万円、また、

フォルテ３０１・３０３が２０４万円です

か、そして市民ルームが３００万円の中で、

この別府コミュニティセンターが９６万

円ということで、昨年の予算ベースでは、

当初予算では３６０万円だったというふ

うに認識をしております。 

 これからどんどん、平成２８年にですね、

オープンして、稼働率というものが上がっ

てくるかなあというふうに私も思ってま

す。やはり平日、別府コミュニティセンタ

ーに行きますと、やはり使っておられる方

が少ないのかなあということがわかりま

す。 

 また、土日に関しては、いろんな子ども

たちがイベント等々されていて、稼働率も

上がってるかなと思いますけれども、観点

は、あの別府地域は、もちろん駅前ではあ

りませんし、立地条件があのような条件で

すので。ただ、別府の周りには南別府町と

いう地域もありまして、事業所がかなり多

く、僕はあるのかなあというふうに、東別

府にもですね。別府ももちろん住宅がたく

さんありますけれども、事業所というのが

ありますので。 

 ある会社の社長から、別府コミュニティ

センターというのは私たちも使えるんで

すかというご質問をいただいたことがあ

るんです。営利目的じゃなかったら全然使

えますよということで、お返事をさせてい

ただいたんですけれども、会社の会議であ

ったりですね、そういうのに利用されたら

どうかなあという観点からですね。 

 例えば産業振興課と連携をとって、事業

所の方に別府コミュニティセンターが、こ

ういうことで使えますよという周知とい

いますかね、パンフレットもあるわけです

から、そういう取り組みができないかなあ

というふうに。コミュニティセンターは、

別府地域のコミュニティの拠点であり、市

民の大切な財産であります。使っていただ

いて何ぼやなあというふうに僕自身は思

っていますので、その観点からちょっと、

ご答弁をいただきたいなあと思います。 

 そして、もう一点は、予算書４２ページ

ですね。災害弔慰金府負担金につきまして、

これ前年度では予算計上されていたんで

すけれども、３４５万円ですかね。今回は

ないということであります。この制度とし

て、なくなったのかと思うんですけれども、

その中身についてですね、教えていただき

たいと思います。 

 それから、予算概要に行きまして、１番

目です。２０ページの国際交流事業、予算

額７０７万６，０００円についてでありま

す。 

 バンダバーグ市との友好都市締結２０

周年を迎えるに当たり、バンダバーグ市で

の記念式典等へ行政訪問団を派遣という

ことであります。 

 この平成２８年の１１月ですね、摂津市

が市制施行５０周年を迎えまして、記念式

典にはジャック・デンプシー市長が来摂い

ただきまして、ちょうど僕も議長を仰せつ

かっておりましたので、国際交流協会の方

等と市長も交えて、歓迎会に参加させてい

ただいたんですけどね。いろんな話をさせ

ていただきまして、親睦を深めることがで

きました。 

 改めて、この国際交流事業についての、

この新年度の事業の取り組み内容につき

まして、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから２番目です。２２ページのＬＥ

Ｄ防犯灯等防犯推進事業ですね。予算額２，
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５１８万６，０００円であります。 

 これも先ほどから質問も出て、答弁も出

ておりましたけれども、６，５１９灯、現

在設置されているということで、毎年３０

灯ほどプラスしていただいているという

ご答弁があったと思います。地域の皆さん

から要望をいただいてですね、関係機関と

連携とっていただいて、丁寧に対応してい

ただいているかなと思っております。あり

がとうございます。 

 この事業の中に１つは、南摂津防犯ステ

ーションが開所されまして、施設管理業務

委託料について、これ２９万５，０００円

というふうに計上されておりましたけれ

ども、この南摂津防犯ステーションの取り

組みも含めて、この事業の中身について、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから３番です。同じく２２ページに

なります。防犯カメラ設置事業、予算額１，

１０３万円であります。 

 これも先ほどから議論されておりまし

た。通学路を含む市内主要箇所に防犯カメ

ラを増設し、犯罪を未然に防止するまちづ

くりに取り組まれるということで、取り組

んでいただいています。 

 現在１００台設置いたしましたという

ご答弁がありまして、新年度は、もう設置

はされないというご答弁もあったかと思

います。いろいろ地域の方からも要望いた

だいていると思うんですけれども、この防

犯カメラを設置していただきましたのは、

いわゆる主要な交差点、それから通学路で

すね、それから駅前等々になってくると思

いますけれども、例えば、通学路、それか

ら交差点ですね。もしその内訳がわかるの

であれば教えていただきたいと思います。 

 それから４番目です。２４ページ、市民

ルームフォルテ管理事業、予算額６３７万

５，０００円ですね。先ほど質問が出たか

もしれないんですけど、済みません。 

 これはフォルテ３０１及びフォルテ３

０３の改修を行いますということであっ

たと思いますけれども、この事業の中身に

ついて教えていただきたいと思います。 

 それから５番目です。２４ページになり

ます。市政モニター事務事業、予算額２３

万１，０００円であります。 

 郵送によるアンケート形式の市政モニ

ター制度を実施していかれます。市政に対

するご意見などを迅速かつ効率的に把握

し、効果的な市政運営の参考にするという

ことでございます。平成３０年度のこの事

業の中身も含めて、ご答弁いただきたいと

思います。 

 ６番目です。２４ページ、自治活動推進

事業、予算額１，１３７万８，０００円に

ついてであります。 

 自治連合会に対する助成金ということ

でございます。これも追加で回覧物等配送

委託料というのが入っていたと思います。

１２９万６，０００円、それも含めてです

ね、新年度のこの事業の取り組みの中身に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから７番目になります。２６ページ、

文化振興事業についてであります。 

 第２期文化振興計画に基づいて、文化芸

術を生かした魅力あるまちづくり、地域の

特性を生かした取り組みや市民参画の文

化活動を推進していきますということで、

これも公明党といたしましても、代表質問

でさせていただきましたけれども、改めま

して、この事業の新年度の取り組み内容に

つきまして教えていただきたいと思いま

す。 

 そして８番目になります。２８ページ、

市民活動支援事業、予算額２３９万４，０
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００円についてでございます。 

 市民団体の皆さんと職員の合同研修会

を通じて、協働に関する相互理解を深める。

また、市民公益活動補助金制度を通じた市

民団体への支援ということでございます。 

 そして、新年度から自治振興課、そして

市民活動支援課が統合し係になるという

ことで、コミュニティプラザからこちらの

ほうに来られて一緒にされるということ

であります。 

 コミュニティプラザの中で、ＮＰＯ法人

設立に当たっての市民活動支援課に相談

に乗っていただいたり、もちろん公益活動

のさまざまな取り組みをコミュニティプ

ラザのほうで今までしていただいていま

した。 

 僕は市役所に戻ってこられるというこ

とで、市民の方への周知徹底というものを

しっかりやっていかなあかんの違うかな

と思います。その観点からちょっとご答弁

をいただきたいと思います。お願いします。 

 それから、９番目です。３４ページ、個

人番号カード交付事業、予算額１，７１４

万４，０００円でございます。 

 これも午前中から議論があったと思い

ますけども、１４．７％ですか、ご答弁あ

ったと思います。これ累計でしたか、現在

発行が１万２，５７５枚あったと思います。

北摂ではいいほうだと思うんですけれど

も、もっともっと私はメリットなどをしっ

かりと、あらゆる機会で市民の方にお知ら

せいただいて、マイナンバーカードを発行

したときのメリット、もちろんコンビニ交

付ができますよというのを含めて周知の

方法について、どのように新年度も取り組

まれていくか、その観点からお聞かせいた

だきたいと思います。 

 １０番目です。４０ページ、体育施設維

持管理事業、予算額４，０８４万５，００

０円についてでございます。 

 １つは、青少年運動広場のグラウンドや

管理棟などの改修に係る実施設計、そして

旧味舌小学校跡地での体育施設建設につ

きましては、建築基準法を初めとした関係

法令における課題解決に丁寧に取り組み、

実施設計へとつなげていくという取り組

みであります。改めて、この体育施設維持

管理事業の新年度の取り組み内容の中身

につきまして、お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、１１番目です。４２ページに

なります。 

 社会福祉協議会補助事業７，５８４万２，

０００円につきましてです。多岐にわたる

福祉課題に対応するため、社会福祉協議会

の相談支援体制の強化を支援。この相談支

援体制の強化を含めた新年度の取り組み

内容についてお聞かせいただきたかった

んですけども、先ほど午前中から質問があ

りまして、ご答弁があったと思いますので、

その中では地域包括システムのさらなる

構築を図っていくんだということが１つ

あったと思います。コミュニティソーシャ

ルワーカーが３名体制で臨んでいかれる

のというご答弁があったと思います。 

 社会福祉協議会といいますのは、地域活

動支援センターの中の中核たる存在だと

思っています。社会福祉協議会と地域包括

支援センターとボランティアセンターが

連携をとりながら、地域のさまざまな課題

に取り組んでいくといったことが、本当に

今後も大事だなと思うわけでありますけ

ども。 

 地域福祉通信等々でいろんな相談が４，

４３３件にまでふえたということで、いろ

んなこういう相談がありますよというの
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は周知していただいていると思うんです

けども、その辺もしあれやったら相談、ど

んな窓口になるか、どんな名前なのか、そ

ういうのはないですか、社会福祉協議会だ

けになるんですかね。地域福祉通信の中で、

そういった部分をお知らせされるのかと

思うんですけども、なければ結構ですけど

も、そういう観点から、市民の方へ、こう

いう相談はこの窓口でもしてますという

ことをお知らせされると思うんですけど

も、その観点からお聞かせいただきたいと

思います。 

 １２番目です。４４ページ、災害時要援

護者支援事業、予算額２５万８，０００円

についてであります。 

 災害時に自力での避難が難しい方が、迅

速かつ安全に避難することができるよう、

地域の支援者の方々に情報を提供、共有し、

日ごろの防災訓練は災害時の避難支援に

役立てる制度でありますということでご

ざいます。これは、非常に私自身は、今後、

大事な取り組みなのかなと思います。各自

治会が保管する要援護者台帳の更新など

を含めて、新年度の取り組み内容について

お聞かせいただきたいと思います。 

 それでは、１３番目になります。４６ペ

ージ、高齢者日常生活支援事業、予算額４，

９２９万６，０００円についてでございま

す。この事業の新年度の取り組み内容につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、１４番目です。５０ページ、

障害者職業能力開発センター等補助事業、

予算額８４２万５，０００円についてでご

ざいます。 

 障害者職業能力開発センター、障害者就

業・生活支援センターなど、社会福祉事業

の推進ということでございます。この事業

の新年度の取り組み内容についてお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、１５番目です。６２ページ、

休日小児急病診療所運営事業、予算額５，

８６０万４，０００円についてでございま

す。 

 新年度の事業の内容について、たしか平

成２８年度の事務報告書を見て、数字は忘

れたんですけども、例えば年間の利用者数

なんかも含めて、新年度の事業の取り組み

内容についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから６２ページ、健康せっつ２１推

進事業、予算額９９５万８，０００円につ

いてでございます。 

 国立循環器病研究センターと連携して、

早期受診による心筋梗塞の未然防止に向

けたＳＴＯＰ ＭＩキャンペーンの実施を

していかれますということでございます。

具体的な事業の取り組み内容についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、１７番目です。６２ページ、

がん検診事業、予算額２，８１８万２，０

００円についてでございます。 

 がん検診未受診者の方への受診勧奨を

強化し、早期発見、早期治療へとつなげて

まいりますということでございます。この

事業の内容についてお聞かせいただきた

いと思います。 

 １８番、６４ページのまちごと元気ヘル

シーポイント事業予算額１，９００万円に

ついてでございます。 

 日常的なウオーキングが非常に効果的

であることから、ＩＣＴを活用した新たな

健康づくり支援の取り組みを実施してま

いります。スマートフォンや万歩計を活用

して、インターネット上で歩数を管理する

など、幅広い世代に楽しみながら参加いた

だける仕組みを構築してまいりますとい



－59－ 

うことでございました。 

 先ほどもご答弁がありまして、アプリな

んかを活用して取り組んでいかれるとい

うご答弁がありました。摂津市のホームペ

ージがリニューアルされていますけども、

私、昨年の本会議で、摂津市のアプリを構

築されたらどうですかという質問をさせ

ていただいたんですけども、さまざまな形

で今、スマートフォンが普及して、アプリ

というのが本当に普及されている中で、多

くの若い子育て世代の方等々を含めて、情

報発信するのにはアプリというのは本当

にいいことだと思いますので、副市長がい

らっしゃるので、担当課は違いますけども、

要望としておきますので、どうかよろしく

お願いします。 

 このウオーキングでそのようなことを

取り組まれるということは、本当に僕は先

進的な取り組みをしていただいているん

だと思います。大いに期待しておりますの

で、よろしくお願いします。要望にしてし

まったら終わってしまうんで質問したい

んですけども、僕もうきうきせっつウオー

キングは何度か、行けるときは必ず参加さ

せてもらってるんですけど、ただうきうき

せっつ健歩会の方との連携もあると思う

んですけれども、平日の月曜日というのが

なかなか、たくさん仕事があるときに行け

ない場合もありますので、市民の皆さんも

一緒なんだろうなと思うわけであります。 

 もちろん、こういうツールを使えば１人

でも参加していることになりますので。た

だ皆さんと一緒に歩くというのは、僕はす

ばらしいことだなと。多世代の方が交流で

きるわけですから、僕、セッピィマラソン

に出ましたけど、１人で堤防を走ってたら

しんどいですけど、多くの方と一緒に走る

からゴールまでたどり着けるんであって、

月１回ですか、うきうきせっつウオーキン

グ、月曜日にしていただいているそれを、

提案なんですけど、例えば土曜日とか日曜

日に、いろんなイベントがありますけども

開催していただくと、多くの世代の方も一

緒に参加できる機会もふえるのかなと僕

自身はそう思うんですけども、その観点か

らご答弁いただきたいと思います。 

 それから、１９番目です。６６ページ、

環境美化事業、予算額２０５万７，０００

円についてであります。 

 美化ボランティア制度の新規登録者に

びかぼジャンパーを配布していただきま

して、自主的な清掃活動を支援、いつでも

どこでも気軽に取り組んでいただく制度、

市民の方のまちを美しくしたいという気

持ちを育み、実践していただき、きれいな

まちづくりへとつなげていくという事業

で、大変高く評価しております。 

 平成３０年の１月現在で６００名以上

の方が登録していただいていると思いま

すけども、ジャンパーも配布していただき

まして、新年度の取り組み、啓発、ＰＲ等々

含めてですが、新年度の取り組み内容につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 ２０番目になります。６８ページ、ごみ

減量啓発事業、予算額１１４万６，０００

円についてでございます。 

 ごみの減量と再資源化のための啓発、市

民、事業所を対象に地域単位での説明会の

実施、ごみの適正排出と資源分別の徹底促

進ということでございます。新年度の事業

の取り組み内容につきまして、改めてお聞

かせいただきたいと思います。 

 それから２１番、７０ページ、ごみ収集

処理事業、予算額４億１，３６２万円につ

いてでございます。 

 新たにということで、水銀が市民の健康
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や環境に与えるリスクの軽減を図るため、

新年度より家庭から排出される水銀を含

む蛍光灯などの分別回収を開始、適正な廃

棄処理を実施していきますという新たな

取り組みであります。 

 先ほどもご質問に対してご答弁があっ

たんですけども、まだ決まってないかもし

れないですけども、改めて適正な廃棄処理

の具体的な流れと実施のスケジュール等

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ２２番目になります。７４ページ、市民

農園設置事業、予算額２１６万円について

でございます。 

 水稲体験農園や社会福祉法人等を対象

にした管理指導者付きの福祉農園を設置

するとともに、小学校低学年の児童による

玉ねぎの植え付け収穫体験を実施してい

きます。これらの取り組みを通じて多くの

方に農業に親しんでいただき、都市農業へ

の理解を深めてまいりますということで

ございます。これも僕はすごくすばらしい

取り組みだなと思っています。 

 子どもたち、あるいは地域の皆さん、そ

して今回は福祉農園ということでしてい

ただいておりますけども、事業の中身はあ

れですけども、観点が生産緑地の件で関係

がありましたらご答弁いただきたいと思

うんですけども、生産緑地地区を都市計画

に定めるには、今まで１段で５００平方メ

ートル以上の区域とする規模要件が設け

られており、要件を満たさない小規模な農

地は、農地所有者に営農意思があっても保

全対象とならないというのが今までであ

りましたけども、生産緑地地区の面積要件

を条例で３００平方メートルまで引き下

げが可能になるということで、市町村でそ

ういう条例をつくることができるという

ことでありました。 

 例えば、新たに摂津市の中に今後そうい

った農地を確保していくには、新たにこう

いう条例をつくって、そして、所有者の方

と協働で市民農園を開始していくといっ

た取り組みも、今後は非常に大事だなと思

うわけでありますけども、今、こういう市

民農園に取り組んでいただいております

けども、法律が改正になったということも

あって、担当課は違うようになるかもしれ

ないですけども、摂津市の農地を保全して

いく観点から、ご答弁いただけたらいいな

と思います。よろしくお願いします。 

 ２３番目になります。７６ページ、中小

企業育成事業、予算額４４２万３，０００

円についてでございます。 

 市内事業所の実態調査及び産業振興ア

クションプランの評価検証を行いますと

いうことでございます。 

 先ほど課長からもご答弁ありました。こ

の産業振興アクションプランにつきまし

ては、平成２６年に策定されて、そして５

年が経過するから更新していくんだとい

うご答弁だったと思います。検証ですかね。

私自身は、こういうアクションプランとい

うのは大事だと思いますので、この事業の

中身と、例えばアクションプランをまた策

定していかれるのであれば、ものづくりの

まち摂津市というのを、摂津ブランド、摂

津優品（すぐれもん）というのを１つの柱

にしていただきたいと思いますけども、そ

の点を含めてご答弁をいただきたいと思

います。 

 最後です。２４番目、７８ページ、消費

生活相談ルーム事業予算額１，０３２万７，

０００円についてでございます。 

 高齢者を狙った電話での特殊詐欺事件

の被害防止のため、自動電話録音機器を無
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償貸与しますという取り組みを、現在もし

ていただいていると思うんですけども、新

年度の取り組み内容についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○増永和起委員長 答弁を求めます。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわります歳入の部分についてご

答弁させていただきます。 

 予算書２９ページ、コミュニティセンタ

ー使用料について、使用をふやすために事

業所等に協力を得てはというお話かと思

います。 

 先ほどもご答弁させていただきました

が、現在、別府コミュニティセンターにつ

きましては、別府公民館の登録クラブであ

った団体の利用がほとんどでございます。

今後、利用をふやすという観点で考えます

と、先ほどご指摘というか、アドバイスを

いただきました、やはり別府地域について

は、企業や事業所等もたくさんございます

ので、そちらのほうにもご利用いただくよ

うに、ＰＲの取り組みを検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります歳入予算についてご説明させて

いただきます。 

 予算書４２ページ、災害弔慰金府負担金

の要求がないことについてでございます

が、これにつきましては、関連する予算と

しまして、予算書１２０ページ、災害救助

費、また予算書１９５ページ、災害援護資

金貸付金の２つの事業がございます。災害

弔慰金につきましては、災害救助事業にお

きまして、災害が起きた場合に支出すると

いうことになっております。 

 これらの事業につきましては、国の法令

等に基づくものでございますが、災害救助

法が適用されるような大きな災害が発生

したときに支出する予算でございまして、

従前は、災害救助事業では災害弔慰金とし

て５００万円、災害援護資金貸付金としま

しては３５０万円を要求しておりました。 

 しかし、これらの予算につきましては、

金額が多いものの、それぞれ想定された最

大の支出額１件についてのみの要求でご

ざいまして、実際に災害が起きたときは補

正予算要求が必須となり、実質的には枠ど

りとしての意味合いが強かったものでご

ざいます。今回、これにつきましては事業

が無くなったというわけではなく、当該予

算につきましては、経常で要求するような

性質のものではないということで判断さ

せていただき、事業費及び関連する歳入を

要求しないこととしております。 

 ただ今後は、予算要求はしておりません

が、実際に災害が発生した場合は、法令に

則り、速やかに対処できるよう、防災計画

等と一体的に業務管理を行ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、歳出にか

かわります自治振興課に対するご質問に

ご答弁させていただきます。 

 まず１点目、予算概要の２０ページでご

ざいます。国際交流事業、特に平成３０年

度の取り組みということでのご質問にご

答弁させていただきます。 

 平成３０年度は、バンダバーグの市と友

好都市締結２０周年を迎えます。平成２８

年度、市制施行５０周年記念式典にはバン

ダバーグ市の市長が、先ほど南野委員のほ
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うからもご報告いただいたんですけども、

来摂していただき、式典にご参加いただき

ました。本年は１１月に本市から行政訪問

団を派遣し、記念式典及び表敬訪問し、一

層の交流の推進を図るよう計画してまい

りたいと考えております。 

 続きまして、予算概要２２ページ、ＬＥ

Ｄ防犯灯等防犯推進事業におきます南摂

津防犯ステーションについてのご質問に

ご答弁させていただきます。 

 本ステーションは、平成２９年４月から、

モノレール南摂津駅周辺の防犯力の向上

の一翼を担う施設として設置させていた

だきました。具体的には、警察官の巡回強

化のための立寄所として、また施設周辺の

街灯照度を上げ、体感治安の向上を図って

おります。 

 また、施設内には摂津市防犯協会の事務

所を設置させていただいており、摂津警察

署と協力しながら、地域防犯力向上に向け

ての取り組みを行っているところでござ

います。 

 施設管理業務委託料ということで具体

的にというご質問がありましたけれども、

内訳といたしましては、本ステーションに

かかわります機械警備委託料、定期清掃委

託料、自動ドアの保守点検委託料等々とな

ってございます。 

 続きまして、予算概要の２２ページ、防

犯カメラ設置事業についてでございます。

設置されているカメラの場所等について

のご質問かと思います。 

 今年度、平成２９年度で１００台の設置

を終えます。１０台につきましては、小学

校の校門周辺に設置させていただいて、児

童の安全のために設置しております。 

 ご質問の中で通学路、駅前等の分類とい

うことでご質問があったかと思いますけ

れども、ほとんどの防犯カメラが信号柱を

利用させていただいて建柱設置させてい

ただいておりまして、あと建柱して防犯カ

メラを設置する場合もございますが、ほと

んどが主要幹線道路を映しております。 

 今ご質問いただきました通学路には何

台というような内訳はまだ出しておりま

せんので、精査してご報告させていただき

ますので、ご了承いただけたらと思ってお

ります。 

 続きまして、予算概要の２４ページ、市

民ルームフォルテ管理事業について、本年

度の修繕料の具体的な中身をというご質

問にご答弁させていただきます。 

 本修繕料の具体的な内容につきまして

は、フォルテ３０１・３０３の壁等が、老

朽化し壁面等の汚れが目立つようになっ

てきております。それに対応しまして、壁

面の塗装、またカーテンについても汚れて

いますので、ロールカーテンに取りかえて

いくものでございます。 

 平成２９年度には、天井のフックの新調

や倉庫内の防音等の改修を行わせていた

だきました。利用しやすく、利用者に気持

ちよく使用していただき、利用率の向上に

努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、予算概要の２４ページ、市

政モニター事務事業の内容、新たな取り組

みについてのご質問にご答弁させていた

だきます。 

 本年度まで実施しておりましたモニタ

ー制度におきましては、構成年齢の偏りや

モニター数が少ないというようなかたち

で課題がございました。本年度、具体的な

内容といたしましては、年齢、地域、男女

比、調査対象者数などの条件設定を行い、

無作為抽出で５００名程度の方々にアン

ケート形式での調査に切りかえていくも
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のでございます。より幅広い年齢、性別、

公平な地域の方々へ直接お送りすること

により、受け身ではなく積極的に意見収集

を行い、市政に反映していきたいと考えて

おります。 

 また、多くの市民の方々に改めて市政を

考えていただく機会にもなることを期待

しております。 

 続きまして、予算概要２４ページ、自治

活動推進事業におけます、今年度から回覧

物等配送委託料が新たにできているとい

うご質問かと思いますけれども、この回覧

物等配送委託料につきましては、平成２９

年度までは広報課で行っておりました。 

 ただ、回覧物を届ける先が自治会という

ことになっておりますので、事務の効率化、

自治会活動の支援という観点から、平成３

０年度から自治振興課に事務移管いたす

ものでございます。 

 続きまして、予算概要の２８ページ、市

民活動支援事業の中身についてのご質問

に答弁させていただきます。 

 市民団体と職員との合同研修につきま

しては毎年実施しており、平成２９年度も

人事課と共催で市民団体の方々と職員が

参加し、堺市役所からの委託を受けて堺市

総合福祉会館内にある堺市市民活動コー

ナーを運営されておりますＮＰＯ団体Ｓ

ＥＩＮの代表の方に来ていただきまして、

研修を実施したところでございます。 

 また、市民団体向けの学習会や市民団体

主催のイベント等へ職員の自主的な参加

を呼びかけ、職員の協働意識の醸成と団体

の方への仲介にも努めております。 

 また、市民公益活動補助金につきまして

は、平成２９年度は初期事業コースが１件、

発展事業コースが６件の補助を行い、各種

団体で実施されております。平成３０年度

につきましても、現在、既に４件の申請が

あり、これから審査等をとり行っていく予

定にしております。 

 また、統合に際して利用団体の方々の啓

発はというご質問につきましては、市民活

動支援課が本庁に移転することについて、

ご利用いただいている団体への周知につ

きましては、市の広報でお知らせするとと

もに、窓口にポスターやチラシを配置し周

知に努めるとともに、窓口に来られる方、

ＮＰＯ団体や市民活動団体でございます

けれども、顔を会わせたときに既に移転に

ついてはお伝えしているところでござい

ます。今後、関係団体へのメールや手紙等

でも周知してまいる予定にしております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、南野

委員の文化スポーツ課に係りますご質問

にお答えいたします。 

 まず、予算概要の２６ページ、文化振興

事業、新年度の取り組みの内容についての

ご質問にお答えいたします。 

 第２期文化振興計画をただいま策定し

ております。この第２期文化振興計画につ

きましては、第１期からの課題として引き

続き取り組む必要があるもの、また第２期

計画で目指す姿、目標、戦略等を位置づけ

まして、それに向けて具体的な取り組み内

容というものを計画の中に盛り込んでお

ります。その具体的な計画につきましては、

庁内の推進委員会を中心に施策担当課で

実施していく形を考えております。 

 また、今後の進行管理等につきましても、

第１期計画に引き続き施策の実施状況に

つきまして庁内推進委員会で、毎年、評価

報告をし、文化振興計画推進審議会におい

ても、その施策の評価と課題検討を行って
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まいりたいと考えております。 

 続きまして、予算概要の４０ページ、体

育施設維持管理事業の中の青少年運動広

場改修工事実施設計委託料及び旧味舌小

学校跡地体育館建設支援業務委託料の内

容についてということのご質問にお答え

いたします。 

 まず、青少年運動広場ですけれども、こ

ちらにつきましては青少年運動広場が長

年の使用によりまして、管理棟であるとか

倉庫等も老朽化しておりまして、グラウン

ドや照明等の設備といったものについて

も整備が必要と考えております。 

 また、スポーツ大会等を開催する際には、

駐車場が不足するということもお聞きし

ておりますので、駐車台数も確保するよう

に考えております。 

 また、管理棟で更衣室やトイレの洋式化

など、また代表質問でも担当理事からお答

えさせていただきましたが、一時避難場所

に指定されているということもございま

すので、防災備蓄用品を置くスペースが確

保できないかといったことも検討してま

いりたいと考えております。そのような実

施設計ということを考えていきたいと思

っております。 

 次に、旧味舌小学校跡地の体育館建設に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 旧味舌小学校跡地での体育館建設を行

うに当たりまして、今年度、建築基準法を

初めとした条件整理、また建設できる建物

の規模の調査を行っているところでござ

いますので、平成３０年度ではその調査結

果をもとに、建設可能な施設の規模と機能

を検討してまいりたいと考えております。 

 大きさにつきましては、代表質問のとこ

ろでご要望をいただいたところもござい

ますが、できるだけ多くの方に使っていた

だけるような施設となるように、運用面も

考えて実施設計に取り組み、考えたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 予算概要３４ページ、個人番号カード交

付事業のマイナンバーカードのメリット

の周知の方法でございますが、マイナンバ

ーカードの周知につきましては、これまで

も、市民課窓口でのマイナンバーカードや

コンビニ交付に関するチラシの配布、それ

から転入者等に対するカードのご案内、そ

れから今年度からは他課にも協力をお願

いしまして、市民税申告会場でのチラシの

設置とか、あと保育所入所受付の際にチラ

シの配布でありますとか、道路交通課にお

ける運転免許証返納者に係るジャンパー

の申込者に対するチラシでのカードのご

案内と、他課にもご協力をお願いして周知

を図ってきたところでございます。このか

いもありまして、本市のカードの交付率１

４．７％、数字だけで見れば少ないんです

けれども、大阪府下では交付率が２番目と

比較的健闘しているところでございます。 

 今後におきましても、これらの取り組み

を継続してまいりまして、市民への周知を

図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問、６点あったかと

思うんですけど、うち４点について、私か

らお答えいたします。 

 まず、予算概要４２ページ、社会福祉協

議会補助事業にかかわりまして、コミュニ

ティソーシャルワーカー、通称ＣＳＷです
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けれども、事業移管することについてでご

ざいます。 

 コミュニティソーシャルワーカーは、今、

正規職員１名、非常勤職員２名ということ

で移管を計画しているところでございま

すが、現在、社会福祉協議会で人の雇用も

含めて組織のあり方というところで検討

していただいておりますので、窓口の体制

というのはまだ決まっていない状況でご

ざいます。 

 社会福祉協議会にこの事務を移管する

に当たりましては、社会福祉協議会の組織

内部の連携というところでのメリットも

あろうかと思いますが、社会福祉協議会が

一番地域に近いということでの校区等福

祉委員会との関係であったりとか、民生委

員との関係であったりとか、そういうとこ

ろのつながりにも期待しているところで

ございます。 

 窓口の変更の周知ということでござい

ますが、委員のおっしゃるとおり、地域福

祉通信等でもＰＲをさせていただきたい

と思いますし、今後もいろんなツールで周

知を図ってまいりたいと思います。 

 ただＣＳＷにつきましては、業務としま

して制度のはざまで問題を抱えている方

を、積極的に地域に出かけていって拾い上

げるというのが業務でして、イメージとし

ては待っているだけではなくて、地域に出

かけてこちらから拾い上げるということ

が主になってくるのかなと思いますので、

周知も大事ですけど、積極的に地域に出か

けていくというところでの広がりも期待

しているところでございます。 

 続きまして、災害時要援護者台帳につき

まして、予算概要４４ページでございます。 

 災害時要援護者台帳につきましては、平

成２９年１０月末現在の数字なんですけ

ども、登録者数が１万８，６９３名、その

うち自治会などに名簿を渡すことを了承

している方々、すなわち同意要援護者数は

１，３３８名となっております。半年前と

比較しますと、登録者数は増加しているん

ですけども、同意要援護者数はやや減少し

ているという状況でございます。率にして、

この平成２９年１０月末現在では７．２％

ということになっています。 

 こういう実情がございますので、今後の

取り組みとしてでございますが、同意要援

護者数や地域支援組織として協力いただ

ける自治会数を増やしていくということ

がまず重要と考えておりまして、これにつ

きましては、近隣市の事例を参考にしなが

ら、また関係各課、関係団体等の働きかけ

を行いながら、数を増やしていくという取

り組みをしてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、予算概要６２ページ、休日

小児急病診療所運営事業についてでござ

います。 

 この事業につきましては、予算上、若干

前年より多くなっておりますが、これに関

しては人件費等のアップということでご

ざいます。平成３０年度におきましても、

引き続き小児の夜間、休日等における初期

救急医療体制の確保に努めてまいりたい

と考えております。 

 利用件数につきましては、休日小児急病

診療所の利用件数につきましては、平成２

８年度の実績でございますが９１５名、ま

た高槻島本夜間休日応急診療所の利用状

況ですが８４１名となっております。平成

２９年度の集計は、年度途中ですのでまだ

把握はできておりませんが、今年はインフ

ルエンザが流行しておりまして、休日小児

急病診療所の１日の利用件数、ピーク時６
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６件と聞いておりますので、例年よりは多

くなるかと考えております。 

 最後に、まちごと元気ヘルシーポイント

事業に関連しまして、これはうきうきせっ

つウオーキングのことでございますが、土

日、祝日等に開催できないかということで

ございますが、この事業は、ご指摘のとお

り健歩会との共同事業でございまして、こ

の事業を行うに当たっては、歩くことの習

慣化ということを念頭に置いております。

ということでございまして、休みの月もあ

るんですけど定例化しておりまして、毎月

第１月曜日にあるというところで認知し

ていただいて、現在に至っているというよ

うな状況がございます。 

 確かに休みの日に開催するに当たって

は、また新たな層といいますか、いろんな

方がこられるということも考えることは

できるんですけども、現状、健歩会との共

同事業ということで、どこまでそれが対応

可能かということもございますので、ご意

見として頂戴しまして、検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は２点について、お答えさせていただきま

す。 

 予算概要の６２ページ、健康せっつ２１

推進事業の中のＳＴＯＰ ＭＩキャンペー

ンについてのご質問です。 

 これについては、昨年４月から国立循環

器病研究センターと連携いたしまして、全

国に先駆けて取り組んでいる事業でござ

います。心筋梗塞の発症を予防するという

ことが主な目的となりますけれども、心筋

梗塞につきましては前ぶれが必ずあると

言われています。この前ぶれの症状を広く

市民に知っていただき、早期に受診をし、

治療につなげて命を守ろうというキャン

ペーンです。昨年につきましては、広報へ

の記事の掲載や国立循環器病研究センタ

ーの専門医を講師といたしまして、医師会

を初めとします医療専門職の研修会の開

催や、市民の方を対象といたしました健康

教室の開催などをしてまいりました。 

 また、庁内へのポスターの掲示、自治会

長や民生・児童委員、老人クラブ等、関係

機関の方々へのチラシの配布などにより

まして周知に努めているところでござい

ます。 

 平成３０年度も引き続きましてこの前

ぶれの症状について、より多くの市民の方

に知っていただけるよう、広報、チラシ、

講演等で周知を図っていきたいと考えて

おります。特に今年度につきましては、壮

年層の方へより広く知っていただくとい

うこと意識しまして、特定健診会場での啓

発、ＤＶＤの放映や、また壮年層への講演

会等といったものも企画して取り組んで

まいりたいと考えております。 

 先日、ちょうど平成３０年度のこの事業

についての打ち合わせということで、国立

循環器病研究センターのこのキャンペー

ンに取り組んでおられる医長とお話をし

てまいりましたが、摂津市内の医療機関か

らの照会がふえているような気がすると

いうご発言がありました。なかなか急に周

知というのは難しいと思いますが、１つず

つの事業を大事にしながら周知に努めて

まいりたいと思っております。 

 予算概要６２ページのがん検診事業に

ついてです。 

 未受診者に対する受診勧奨の具体的な

方法についてですが、受診状況を見ながら

の実施となり、年度後半になろうかと思い
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ます。 

 大阪府が設定しております各種がん検

診の重点受診勧奨対象者、年齢が各検診に

ついてありますので、その対象の未受診の

方を主な対象に、検診の重要性を伝え受診

行動につなげるようなリーフレットを送

付する予定でございます。この勧奨により

まして、１人でも多くの方にご受診いただ

き、早期発見、早期治療につながるように

と考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 吉田部参事。 

○吉田保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係りますご質問についてお答えさ

せていただきます。予算概要４６ページ、

高齢者日常生活支援事業の新年度の取り

組みの内容についてでございます。 

 この事業に関しましては、今回、高齢者

移送サービス事業及び高齢者住宅支援事

業を、高齢者日常生活支援事業の中に統合

させていただいております。それでこの事

業が少しふえておる状況でございますが、

この事業に関しては特に変わってはおり

ません。ただし、新年度の平成３０年度に

向けて新たな事業といたしましては、訪問

理美容サービス補助金の事業がございま

す。 

 光好委員のご質問にもございましたが、

要介護３以上の在宅高齢者で理美容店に

行くことが困難な方を対象にした、理美容

師に自宅を訪問していただく事業でござ

いまして、理髪を行う費用に対しましては

ご本人負担なんですけれども、訪問するた

めの費用の助成といたしまして、１回２，

０００円を補助するという予定をしてお

る事業でございます。お一人年間４回を上

限といたしておりまして、今やっていただ

く団体の方と協議させていただいて、理髪

店が１５店程度、美容店に関しましては４

店程度がやっていただける予定になって

おる状況でございます。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課に係りますご質問にお答えさせていた

だきます。 

 予算概要５０ページ、障害者職業能力開

発センター等補助事業の取り組み内容に

ついてでございますが、障害者職業能力開

発センターでは、障害者の就労を可能にす

るため、業務に関する知識、技能習得だけ

にとどまらず、職業人、社会人に必要な挨

拶やマナー等の習得を図り、職場定着がで

きるような訓練を行っております。 

 また、障害者就業・生活支援センターで

は、障害者の就職活動及び就職後の定着支

援と生活面のニーズに対し、雇用、保健福

祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、

一体的な支援を行っております。 

 平成３０年度につきましても、引き続き

これらの取り組みに対する補助を実施す

ることによりまして、障害者の就労支援を

行ってまいります。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 環境政策課にかか

わるご質問にお答えいたします。 

 予算概要６６ページ、環境美化ボランテ

ィア制度の新年度の取り組みでございま

すが、同制度につきましては、現在、６２

８人の方にご登録いただいておりますが、

１年間でこれだけ多くの方にご賛同、ご協

力いただけたことは本当にありがたく、ま

た心強く思っております。 

 しかしながら、本制度の目的であります

市民の環境美化に対する意識の向上に向

けては、まだまだ多くの方にご登録いただ

く必要がございます。そのため、平成３０
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年度も登録者の数の増加に注力し、他課と

の連携によりさまざまな機会を捉えて現

地へ出向き、積極的に募集活動を行ってま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。まず、予算概要６８ページ、ごみ減

量啓発事業でございます。 

 ごみ問題やリサイクルのほか、環境問題

全般に関心を持っていただくため環境政

策課と連携し、ごみ減量リサイクル絵画展

をリニューアルし、テーマの枠を広げた環

境絵画展を実施し、入賞者には環境フェス

ティバルで表彰するとともに、作品を展示

する予定にしております。 

 また、ＥＣＯ探検ツアーといたしまして、

夏休みに小学生を対象に、ごみ処理やリサ

イクルに係る施設の見学会を実施する予

定としております。 

 さらに、廃棄物減量推進員を対象とした

各小学校区での校区懇談会を実施し、廃棄

物行政に係る意見交換をするよう予定し

ております。 

 続きまして、予算概要７０ページ、ごみ

収集処理事業の水銀使用一般廃棄物の適

正な廃棄物処理の具体的な流れと実施ス

ケジュールについてでございます。 

 まず、廃棄物の水銀使用製品一般廃棄物

の具体的な流れでございますが、市民の皆

様に分別していただいた蛍光管等の水銀

使用一般廃棄物につきましては、現在のと

ころ直営で回収する予定にしております。

回収した蛍光管等につきましては、水銀リ

サイクルに実績のある業者へ引き渡し処

理を委託してまいります。 

 実施スケジュールにつきましては、現在、

市民に過度な負担にならないよう、また効

率よく収集できるよう、収集方法、収集体

制について検討しております。なるべく新

年度の早い段階において収集体制を構築

し、市民の皆様へ周知を行い、早ければ平

成３０年１０月ごろから分別収集を行う

予定としております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 辻局長 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課に係るご質問のうち、予算概要７４

ページ、市民農園に関するご質問にご答弁

申し上げます。 

 生産緑地の法改正を背景に、市民農園の

姿がどう変わっていくのかというご趣旨

のご質問かと存じます。生産緑地の貸借に

つきましては、さまざまな制約が現在ござ

います。例えば、農地の相続が発生した場

合、相続税の納税猶予を受けることができ

なくなるでありますとか、相続を機に生産

緑地の解除ができなくなる等々の制約が

ございます。そのために、現在、市民農園

は市街化区域農地のうち生産緑地の指定

を受けておられない農地をお借りして開

設している状況でございます。 

 生産緑地は所管が都市計画課になりま

すので、詳しいお話はいたしかねますが、

おっしゃるとおり、法改正によりまして面

積要件の引き下げでありますとか、既に指

定を受けておられる生産緑地の年限の延

長等がございます。本市において、そのあ

たりの条例化が整えば、それらの緩和が可

能となる見込みであります。 

 また、今後につきましては、相続税の納

税猶予を受けておられる生産緑地の貸借

の円滑化につきましても、国において法改

正が検討されると聞いております。そのあ

たりの状況を見据えながら、さまざまな市
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民農園の姿を今後模索していくことにな

るものと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課商工労政に係るご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 予算概要７６ページ、中小企業育成事業

のうち検証と新たな産業振興アクション

プランについてということでございます

けれども、検証の仕方といいますか、調査

の仕方につきましては、先ほど来ご答弁さ

せていただいていますように、今考えてお

りますのは市内事業所１，５００者程度を

抽出いたしまして、今後の課題であります

とか、今までの評価につきましてアンケー

ト調査をさせていただこうと思っており

ます。 

 そのアンケートの調査がまとまりまし

たら、その後、市の商工会を初めとしまし

て商工業関係者にお集まりいただく場を

設定いたしまして、事業所調査の結果をも

とに今後の産業振興のために何が必要な

のか、どのようなことをしていくべきなの

かについて協議をしていただいて、その中

から次なるアクションプランの策定であ

りますとか、産業振興施策をどうしていく

のかということにつなげていきたいと考

えております。 

 その中で、次にアクションプランを改定

ということになりましたら、アンケートの

結果からニーズを踏まえて種々、検討、協

議をしていくわけなんですけれども、これ

からのキーワードとしましては、ＡＩであ

りますとか、２０２５年問題でありますと

か、働き手不足、事業承継、事業連携、新

たな価値の創造など、いろいろございます。

そういったものについて本当にどうして

いくのかというのをアクションプランの

中に盛り込んでいかなければならないと

思っておりますが、その中でも連携とネッ

トワークというものが重要になってくる

のではないかと考えております。 

 その連携、ネットワークにつきましては、

今回、ものづくりということで摂津優品

（すぐれもん）制度を創設いたしましたけ

れども、優品に認定した企業同士がすぐに

情報交換して連携されるということもご

ざいました。そういうことから、これから

連携、ネットワークにつきましては、摂津

優品（すぐれもん）認定企業といいますか、

摂津優品（すぐれもん）を柱にそういった

方向に進めていければと考えております。 

 アクションプランについてはこれから

ということになりますけれども、摂津優品 

（すぐれもん）を産業復興の柱にという観

点からも、じっくり育てていきたいと思っ

ております。 

 続きまして、迷惑電話防止のための録音

機器の貸与についてですけれども、この迷

惑電話防止機器の貸与につきましては、昨

今、電話による特殊詐欺がふえておりまし

て、その防止に効果があるとされます録音

機器を国の交付金を活用して購入し、希望

者に貸与する事業でございまして、平成２

９年度から新たに行っているものでござ

います。 

 貸与の対象としましては、６５歳以上の

高齢者世帯、また６５歳以上がおられる世

帯、そのほか必要とされる世帯としており

ます。平成２９年度の貸与につきましては

５０台購入いたしまして、広報誌等を通じ

て募集をいたしましたが募集台数に達し

ませんでしたので、現在も随時申請の受け

付けをさせていただいているところでご

ざいます。 
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 今後につきましても、警察や関係団体と

連携して、台数に限りはありますが、本当

に必要な世帯に貸与できるよう、そして特

殊詐欺の未然防止に取り組んでいきたい

と考えております。 

 平成３０年度につきましては、国の地方

消費者行政活性化補助金を活用しまして、

新たに５０台を購入する予定でございま

す。 

○増永和起委員長 答弁が終わりました。 

 南野直司委員の質疑の途中ですけれど

も、本日の委員会はこの程度でとどめて、

散会いたします。 

（午後４時４２分 散会） 
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