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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９時５７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。 

 本日の委員会記録署名委員は、弘委員

を指名します。 

 先日に引き続き、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。 

 質疑に入ります。 

 先日の質疑に続き、南野委員。 

○南野直司委員 おはようございます。

それでは、２回目の質疑及び要望という

ことでさせていただきたいと思います。 

 まず、一つ目の予算書の歳入の中から

お聞きかせいただきました２点につい

て、お聞かせいただきたいと思います。 

 １点目につきましては、予算書２９ペ

ージのコミュニティセンター使用料に

ついてお聞かせいただきました。 

 特に平日に関しましては、地域、近隣

の事業所にも、会議等々にも使っていた

だいたらいいのかなと、私自身はそのよ

うに思っております。しっかりとまた周

知徹底をしていただきまして、そんな中

で稼働率も上がってくるものなのかな

と思ってますのでよろしくお願いした

いと思います。これは要望としておきま

す。 

 そして、平成２８年１２月１日にオー

プンしましたけども、別府コミュニティ

センターです。みんなが集い、つながり、

憩い、学び、安心できる場ということで

オープンいたしました。 

 そして、そんな中で例えばエントラン

スを活用してさまざまな取り組みもし

ていただいております。例えば「バルー

ンアート体験」であったり「いつもあり

がとう。大好きなパパへの手作りプレゼ

ント！！」等々、さまざまな取り組みも

していただいております。 

 どちらかといいますと、これは子ども

たちを中心に、子育て世代を焦点とした

取り組みなのかなというふうに思いま

す。 

 そして、私が一つ高く評価しておりま

すのは、施設管理公社の皆さんと連携を

取りながらですけども、児童センターの

移動児童館ということをしていただい

ております。摂津市におきます児童セン

ターというのは、安威川以北のところの

摂津小学校近くの第１児童センターと

いうのがありますけども、安威川以南の

ほうには児童センターというものがな

いという現状であります。そんな中、児

童センターの移動児童館ということで

していただいてるんだろうなというふ

うに思います。こういった取り組みを本

当に高く評価しております。 

 建物は別府コミュニティセンターで

すけども、今後もこのような取り組みを

どんどん私はしていただきたいと思い

ますけども、その辺についてもう一度ご

答弁をいただきたいと思います。 

 それから２つ目、４２ページになりま

す。災害弔慰金府負担金につきまして、

今年度は予算計上がなかったというこ

とで、この予算の性質、考え方みたいな

ところはご答弁いただいたと思います。

わかりました。また、改めて委員会記録

を見させていただきまして、振り返りさ

せていただきたいと思いますので。よろ

しくお願いします、これはわかりました。 

 それから予算概要からご質問させて

いただきました１番目の国際交流事業

についてでございます。 

 バンダバーグ市との友好都市締結２

０周年を迎えて、そしてバンダバーグ市
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での記念式典等への行政訪問団を派遣

ということも含めて、事業の中身につい

てご答弁をいただいたわけであります。

改めて確認だけさせていただきたいん

ですけども、このバンダバーグ市との交

流の取り組みについて、どのような取り

組みをしてこられたかにつきましてご

答弁をいただきたいと思います。 

 それから２番目のＬＥＤ防犯灯等防

犯推進事業につきまして、南摂津防犯ス

テーション施設管理業務等とあわせて、

この新年度の取り組みについてお聞か

せをいただきました。 

 ＬＥＤ防犯灯につきましては、地域の

皆さんからの要望に対しまして関係機

関等としっかりと連携をとっていただ

きまして、引き続き対応をよろしくお願

いしたいと思います。そして南摂津防犯

ステーションの運営につきましては、摂

津市の防犯協会あるいは摂津警察署、そ

して防犯関係団体等としっかりと連携

をしていただきまして、地域の治安向上

に努めていただきますようよろしくお

願いをしたいと思います。 

 ここで１点だけ確認なんですけども、

この平成２９年の犯罪発生件数等々が

出ておりましたら教えていただきたい

と思います。 

 それから３点目です。防犯カメラ設置

事業につきまして、交差点あるいは通学

路の防犯カメラの設置状況につきまし

てお聞きをさせていただきました。 

 そして、ここでもう１点お聞きしたい

のは防犯カメラの機器の更新計画につ

きまして改めてお聞きしたいのと、もう

１点は摂津市防犯カメラの設置及び運

用に関するガイドラインにはこのよう

にありました。「防犯カメラ設置の表示 

防犯カメラの設置にあたっては、犯行を

抑止する効果を高めるため、設置区域内

の見やすい場所に、防犯カメラが設置さ

れている旨をわかりやすく表示するこ

ととする。」と書かれておりましたけど

も、それぞれ防犯カメラ設置をしていた

だいてるところには、防犯カメラ設置、

作動中という表示も設置していただい

てると思いますけどもその点をちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

 それから４点目の市民ルームフォル

テ管理事業、フォルテ３０１とフォルテ

３０３ですか改修の中身につきまして

教えていただきました。壁の老朽化ある

いは壁面の汚れの対応、あるいはカーテ

ンの取りかえということでご説明いた

だきました。わかりました。ありがとう

ございます。 

 それから５点目です。市政モニター事

務事業につきまして、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

ていくんだというご答弁をいただいた

わけであります。 

 例えば、これは要望としておきたいん

ですけども、各自治体はさまざまに取り

組んでおられますけども、インターネッ

トモニターということでパソコンある

いはスマートフォンを活用して市政モ

ニター制度を実施されてるところも多

数あるわけであります。今後は、そのよ

うなこともしっかりと視野に入れてい

ただきまして、より多くの世代の方から

より多くのご意見をいただいて、そして

市政の運営に反映していくといったこ

とは、非常に大事なことだと思いますの

でどうかよろしくお願いいたします。 

 例えば、この間も言ってましたけども

スマートフォンからアプリを利用して、
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そういうような市政モニターの制度を

実施されてるとこもありますので、今後

はそういったＳＮＳ等々あらゆる媒体

を活用して実施していただくことを要

望としておきます。 

 それから６点目でございます。自治活

動推進事業につきまして、新年度の取り

組みの内容、そして追加の回覧物等配送

委託料等々についてご答弁いただいた

わけでございます。 

 私が住んでおります摂津小学校区に

おきましても、一つの大きなマンション

の自治会が解散をされたわけでありま

す。担い手不足、役員への負担がふえて

きた等々いろんな事情はあると思いま

すけども、現在、自治会加入率が５７．

８％ということで、このような流れとい

うのはどこかでやはり断ち切っていか

なあかんのかなというふうに思います。 

 自治会といいますのは、地域のコミュ

ニティの中心的な核となる部分であり

ますので、しっかりと行政としても守る

姿勢じゃなくて攻める姿勢を大切に持

ちながら、どうか僕はしっかりと地域の

皆さんと連携を取りながら、この自治会

の活動の支援をしていただきたいなと

思います。それが摂津市が目指します

「みんなが育むつながりのまち摂津」に

つながっていくものだというふうに思

ってますので、どうか自治会加入率の向

上、そして自治会の支援を引き続きよろ

しくお願いをしたいと思います。要望と

しておきます。 

 そして７点目であります。文化振興事

業についてご答弁をいただきました。 

 ここで提案なんですけども、例えば一

津屋に第６集会所がございまして旧一

津屋公会堂ということで、これは摂津市

の有形文化財としてこの平成２３年６

月に指定をされたわけであります。この

有形文化財、摂津市の中にもたくさんあ

るわけでありますけども、そのような文

化財を例えば摂津市内の小学生の皆さ

んが見学に行くといった、そういう有形

文化財に触れるといったことが、この第

２期文化振興計画の中にも盛り込んで

いただきたいなと私自身はそのように

思っておるわけですけども、その点につ

いて考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから８番目です。市民活動支援事

業につきまして、新年度の取り組み内容

につきましてご答弁をいただきました。 

 ちょっと、部長にこの際ご答弁をいた

だきたいなと思うんですけど、ご答弁と

いうか考えですね、思いをお聞かせいた

だきたいと思うんですけども、私は今回、

市民活動支援課が市役所のほうに戻っ

てきて自治振興課と一緒になって取り

組んでいかれるということを聞いたと

きに、もともと市民活動支援課というの

はコミュニティプラザの中にあって、僕

はすばらしいことだなと思ってたんで

す。 

 市民の方と近いところに窓口を設け

て、市民の方の声を聞けるところに設置

をしていただいた、これはすばらしい取

り組みだなと思ってました。そして、コ

ミュニティプラザを中心としてあるい

は千里丘公民館とか、あるいは新たにで

きた別府コミュニティセンター、そして

また、できるかどうかあれですけども味

生のコミュニティセンターというふう

に、そういうコミュニティプラザが中心

となって摂津市における市民活動支援

を現場にいながら取り組んでいただい
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た、それが今回市役所のほうに戻ってこ

られるって、ちょっと考えがあると思う

んですけども、その思いを部長のほうか

ら聞かせていただきたいと思います。 

 そして９点目です。個人番号カード交

付事業につきまして、メリットなどさま

ざま周知を図っていただいて、積極的に

マイナンバーカードをもっと多くの人

に発行していただきたいという思いで、

１点目は聞かせてもらったわけであり

ますけども、２点目にこのマイナンバー

のカードを利用してマイナポータルと

いう、これは担当課が違うようになると

思うんですけども、子育てに関するそう

いうあらゆる申請をマイナンバーカー

ドを利用して自宅あるいは職場からい

つでも、どこでも申請ができるといった

制度も摂津市におきましても今後、取り

組んでいくんだろうなと思ってますけ

ども、このような制度を利用するにはマ

イナンバーカードが必ず必要でありま

す。私も確定申告をするときにマイナン

バーカードを利用して確定申告をさせ

ていただいてるわけでありますけども、

もちろんコンビニ交付も今はやってい

ただいておりますけども、こういった制

度、施策といいますか、どんどん普及し

てくるものと思います。それには必ずこ

のマイナンバーカードというものが必

要になってきますので、どうか多くの方

にマイナンバーカードを発行していた

だくように、今後もあらゆる機会を通し

て周知徹底をしていただきますよう、こ

れは要望としておきますのでよろしく

お願いをいたします。 

 それから１０番目です。体育施設維持

管理事業につきましてであります。事業

の中身について改めてお聞かせをいた

だいたわけでございます。 

 例えば、青少年運動広場に関しまして

は何度もご要望をさせていただいてお

りますけども、しっかりとできるだけ今

の青少年運動広場の中で広くグラウン

ドを確保していただきまして、あとは照

明設備をＬＥＤなどの照明にしっかり

とかえていただき、そしてもう一つは、

あそこは陰がありませんのでミストシ

ャワー等々、熱中症対策にもしっかりと

取り組んでいただきたいと思います。 

 そして、旧味舌小学校跡地は現在更地

になっておりますけども、基盤整備がで

きてそして保育園ができます。その後に

体育館を建設していただくということ

でありますので、どうか、防災機能を備

えた、地域の皆さんから多くの意見を聞

いていただきまして体育館の建設を進

めていただきたいと思います。例えば、

多くの意見を聞いていただく中で、摂津

市におきましても子どもたちがバスケ

ットをしております。ミニバスケットで

すけども、そういうスポーツができるよ

うに意見を取り入れていただきまして、

後から改修しなくても済むような形で

体育館の建設を進めていただきたいと

思います。 

 そしてその後空地として、大阪薫英女

学院との間に用地が残るわけでありま

すけども、私これ一般質問でさせていた

だきましたけども、災害時における空地

としてであるでしょうけども、どうかそ

こはスポーツができるグラウンドとし

てまずは設置をしていただきますよう

よろしくお願いをしたいと思います。 

 そしてもう一つは、総合体育館の建設

につきましては、市長も市政運営の基本

方針の中で諦めることのできる夢では
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ありませんというふうにおっしゃって

いただきました。これは、当初２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピック

に向けて摂津市も総合体育館の建設、夢

のある取り組みをやっていきますとい

うことでありました。しかし、一旦見直

しということになったわけであります

けども、この総合体育館の建設はしっか

りと私自身は進めていただきたいと思

います。 

 この摂津市まち・ひと・しごと創生総

合戦略の中にも基本目標の２にスポー

ツや運動による健康づくりの推進とい

うことで掲げていただいております。そ

の目標に向かって取り組んでいくため

には、やはりスポーツ環境の充実という

ものが大事であると思います。グラウン

ドの確保あるいは総合体育館の建設と

いうものが非常に私は大事なことだと

思いますので、どうかよろしくお願いし

たいと思います。 

 そしてもう１点は、摂津市出身のサッ

カー選手であります本田圭佑選手が、大

阪万博の誘致のＰＲ特使に就任された

という報道があったわけでありますけ

ども、そのような活動もされております

ので、どうか摂津市の子どもたちとのジ

ョイントといいますか、本田圭佑選手に

来ていただいて、摂津市の子どもたちが

触れ合える場というものをもし検討し

ていただけるんであれば取り組んでい

ただきたいと思います。これも要望とし

ておきますので、よろしくお願いをいた

します。 

 そして１１番目になります。社会福祉

協議会補助事業につきましてご答弁を

いただきました。相談支援体制の強化も

あわせてご答弁をいただいたわけであ

ります。 

 地域にどんどん出ていってという取

り組みだと思います。しっかりと私は地

域福祉通信の中でそのような取り組み

を発信していただきたいと思います。こ

のような取り組みが今後も、さらなる地

域包括ケアシステムの構築が非常に大

事だと思いますので、どうかよろしくお

願いをしたいと思います。要望としてお

きます。 

 それから１２点目です。災害時要援護

者支援事業につきましてご答弁をいた

だきました。これは、本当に非常に大事

な取り組みだと思います。 

 私は地元の消防団をさせていただい

てるんですけども、団の方の中にも例え

ばそういう取り組みをしてるんであれ

ば、地域の中でここにはおひとり暮らし

の方がいらっしゃる、あそこには高齢者

の方、お二人世帯の方が住んでおられる、

そういうことをやっぱりふだんから知

っておくことが大事じゃないんかな、と

いうお声もいただきました。知ってたら

すぐにそういう大きな災害が来たとき

に、飛んでいけるんやろにな、というふ

うなお声もいただいたわけであります。 

 現在、いろんなハードルがある中でい

ろいろ取り組んでいただいてると思い

ますけども、今後におきましてはそうい

う関係団体の皆さんともしっかりと連

携をとりながら、もしハードルも下げら

れるんであれば少し下げていただいて、

みんながそういうことを掌握できるよ

うな取り組みにならないかなというふ

うに思うわけであります。どうか今後も

引き続き、この災害時要援護者支援事業

につきましては非常に大事な取り組み

だと思いますので、どうかよろしくお願
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いをしたいと思います。要望としておき

ます。 

 それから１３番目でございます。高齢

者日常生活支援事業につきまして、新年

度の取り組みの中身につきましてご答

弁をいただいたわけであります。 

 一つは高齢者移送サービスについて

もご答弁をいただいたわけであります

けども、部長にもしあれやったらご答弁

いただきたいと思います。 

 僕、昨年の定例会の一般質問の中で高

齢者の方への福祉タクシーの導入につ

いてお伺いをしたわけであります。部長

からは、現在はそのような制度の導入は

困難であるというふうなご答弁をいた

だきました。そして市長からもご答弁を

いただいたわけでありますけども、一つ

は訪問型サービスＢを利用して、そうい

う考えも含めながら研究してまいりま

すというふうにご答弁をいただいたと

思います。今後、私はこのような制度と

いうものは非常に大事な制度と思いま

す。なかなか車椅子に乗るまでにはいっ

てないですけども、バス停まで行くのが

困難だという高齢者の方は多くいらっ

しゃいまして、多くの方がタクシーを利

用して病院などに行っておられるとい

う現状を私も目の当たりにしておりま

す。この制度の導入についての考えを、

もし部長からご答弁いただけたらあり

がたいと思います。 

 それから１４番目でございます。これ

は障害者職業能力開発センター等補助

事業につきまして、取り組み内容につき

ましてご答弁をいただいたわけでござ

います。 

 先日、センターのほうへ勉強をしにお

話を伺いに行かせていただきました。本

当にいろんな就業以外の相談もあるか

なと思いますけども、いろんな相談内容

に対して体を張って対応していただい

てるんだなと、本当にありがたいなとい

うふうに思いました。今後も引き続きし

っかりと連携、そして支援体制をしてい

ただきますようよろしくお願いします。

これは要望としておきますのでよろし

くお願いします。 

 それから１５番目でございます。休日

小児急病診療所運営事業につきまして

ご答弁をいただきました。 

 ここで、ちょっと観点はあれなんです

けども小児科救急電話相談、♯８０００、

あるいは救急安心センターおおさか、♯

７１１９、というふうに２つ、これは救

急車を呼んだらいいのか、今このような

症状やったら病院はどこへ行ったらい

いんでしょうか、どこがあいてるんでし

ょうかといった電話で相談できるとこ

ろであると認識しておりますけども、こ

のような制度があるということの周知

についてどのように取り組んでいただ

いてるのかちょっとお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 それから１６番目です。健康せっつ２

１推進事業につきまして、心筋梗塞の未

然防止に向けたＳＴＯＰ ＭＩキャンペ

ーンの周知等々につきまして、取り組み

内容そして新年度の事業の取り組み内

容につきましてご答弁をいただきまし

たけれども、さらに取り組みに関しまし

ても市民の皆さんへ周知を僕はしっか

りとしていただきたいな、すばらしい取

り組みをしていただいておりますので、

多くの摂津市民の方がこういった取り

組みをしてるということを知っていた

だくために、しっかりと周知の徹底をさ



－9－ 

らにしていただきたいと思います。 

 ちょうど１年前の４月ですかね、スタ

ートして、１年たちました。さらに、取

り組みのほうをよろしくお願いいたし

ます。要望としておきます。 

 それから１７番目でございます。がん

検診事業につきましてでございます。 

 この２点目にお聞かせいただきたい

のは、受診率向上に向けた取り組みにつ

いてお聞かせいただきたいのと、僕も保

健センターへ特定健診に毎回行かせて

いただいておるんですけども、例えばそ

こに胃がん検診における胃カメラの導

入についてなんかの考えを持っておら

れるのかどうか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います 

 次です。１８番目です。まちごと元気

ヘルシーポイント事業につきまして、Ｉ

ＣＴを活用していきますというご答弁

があったわけでございます。このような

取り組みも僕はすばらしい取り組みだ

と思いますので、どうか、多くの世代の

方が参加できるように引き続き進めて

いただきたいと思います。 

 そして、現在うきうきウオーキングは

月曜日に実施していただいております

けども、要望としてですけども例えば土

曜日、日曜日に実施していただけるんで

あればもっと多くの年齢層の方が参加

できるのかなというふうに思いますの

で、今後の課題として置いておいていた

だければありがたいと思います。 

 先日もうきうき味舌街道～庄屋・正

雀・浜町コース～のオープニングイベン

トがありました。７０名ぐらいの方が参

加されてたわけでございますけど、しっ

かりとこの取り組みを引き続きよろし

くお願いいたしまして、これは要望とし

ておきます。 

 それから１９番目です。環境美化事業

の取り組みにつきましてご答弁をいた

だきました。 

 私も中央環状線の清掃活動なんかも

させていただきまして、アドプトロード

制度を利用して、月１回が目標なんです

けどもさせていただいておりますけど

も、この摂津市における美化ボランティ

ア制度の取り組みと、そういった摂津市

には大阪府の道路もたくさんあるわけ

で、大阪府との連携体制なんかもしてお

られるんであれば教えていただきたい

と思います。 

 それから２０番目であります。ごみ減

量啓発事業につきましてご答弁をいた

だきました。 

 そして、このたびごみの排出抑制を図

るため、マイバッグ持参運動を推進し、

レジ袋を削減することを目的とした「北

摂地域におけるマイバッグ等の持参促

進及びレジ袋削減に関する協定」を北摂

地域の７市３町と食品スーパー各社と

締結をされました。 

 その中には、市の役割について書かれ

ておったわけですけども、「取り組みの

促進のために、定期的に活動状況並びに

マイバッグ持参率及びレジ袋削減率を

あらわすとともに、事業側が実施する取

り組みを積極的に支援」とありましたが、

どのように取り組んでいかれるのかお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから２１番目です。ごみ収集処理

事業につきましての水銀を含む蛍光灯

などの分別回収のスケジュール、あるい

は処理の流れについてご答弁をいただ

いたわけでありますけども、市内の事業

所の皆さん、そして市民の皆さんへ周知
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の徹底をしっかりとしていただきたい

と思います。これは要望としておきます

のでよろしくお願いをいたします。 

 それから２２番目であります。市民農

園設置事業に関しましてご答弁をいた

だきました。 

 新年度は工夫を凝らしていただきま

して、さまざまな取り組みをしていただ

けると思います。どうかよろしくお願い

します。 

生産緑地の観点から、法改正になって

の土地利用という観点からご質問をさ

せていただいたわけでありますけども、

摂津市におけます農業振興とまちづく

りは今後も大事な取り組みであるのか

なというふうに思いますので、引き続き、

どうかよろしくお願いをいたしまして

これは要望としておきます。 

 ２３番目になります。中小企業育成事

業ということで、摂津市産業振興アクシ

ョンプラン等々の考え方、中身について

ご答弁をいただきました。これは非常に

大事な取り組みと思います。 

 市内の事業所の支援、今後も引き続き

お願いをいたします。これはもう、一回

で結構です。 

 それから２４番目であります。これは

消費生活相談ルーム事業についての高

齢者を狙った電話での特殊詐欺事件の

被害防止のための自動電話録音機器を

無償貸与ということで、新年度の事業内

容につきましてあわせてご答弁をいた

だいたわけでございます。非常にこの取

り組みも大事と思いますので、今後もど

うかよろしくお願いをいたします。 

 以上で、２回目終わります。 

○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

興課に関連しますご質問にご答弁させ

ていただきます。 

 まず１点目、歳入のほうでございます。

質問番号１番、予算書の２９ページ、コ

ミュニティセンター使用料に関するご

質問で、コミュニティセンターで実施さ

せていただいております児童センター

移動児童館の今後の取り組みについて

ご答弁させていただきます。 

 児童センター移動児童館につきまし

ては、施設管理公社のほうで主催されて

いるエントランス利用提案事業に応募

され実施されたものでございます。平成

２９年度は２回実施されております。 

 平成３０年度の提案についても、現在

児童センターから回数をふやして実施

したいとの提案を受けておりまして、引

き続き、発展的に取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 続きまして歳出、質問番号１番、予算

概要の２０ページ、国際交流事業に関連

いたしまして、この間のバンダバーグ市

との具体的な交流、取り組みについてと

いうご質問にご答弁させていただきま

す。 

 平成１０年１１月に友好都市を締結

して以来、中学生による文通や青少年に

よる短期ホームステイや市民訪問団の

派遣、サッカー、ラグビーのスポーツ交

流など、訪豪、来摂を合わせまして延べ

５８６名が相互交流を行ってきており

ます。 

 また、バンダバーグ市のほうで水害等

が発生した際には、義援金の送付も行っ

ており、引き続きさまざまな機会を捉え

て国際交流協会と連携しながら交流を
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進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 続きまして質問番号２、予算概要の２

２ページ、ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業

に関連しまして、平成２９年の摂津市に

おける犯罪発生件数についてのお問い

にご答弁させていただきます。 

 摂津警察署管内での発生状況につき

ましては平成２９年１月から１２月の

統計でございますが、犯罪の認知件数は

８５２件となっており、年々減少の傾向

にございます。 

 内容を見ますと、窃盗犯が６７８件と

最も多く、その中でも自転車の盗難が２

３１件となっております。また、振り込

み詐欺、オレオレ詐欺などの詐欺の件数

は３８件となってございます。 

 続きまして質問番号３番、予算概要の

２２ページ、防犯カメラ設置事業に関連

しまして、防犯カメラの機器の更新並び

にガイドラインにございます防犯カメ

ラの表示についてのご質問にご答弁さ

せていただきます。 

カメラの更新につきましては対応年

数が５年から６年ということであり、平

成２５年度に設置した機器が更新時期

を迎えてまいります。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、各カメラの効果を検証し、

移設などについても随時検討してまい

りたいというふうに考えております。 

 また、表示についてでございますが、

本市が設置いたしております全ての街

頭防犯カメラにつきまして、下のほうに

つけておりますブレーカーボックスに

「防犯カメラ作動中摂津市」という表示

をさせていただいてるところでござい

ます。 

 それと、１回目のご質問でいただいて

おりました小学校の通学路に設置され

ています防犯カメラの台数について調

べましたので、ご答弁させていただきま

す。現在、５６台を小学校の通学路に設

置させていただいていおります。 

 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２回目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、文化振興事業

のところで旧一津屋公会堂、市立第６集

会所の文化財を小・中学生に見学しても

らうということの部分についての考え

方を、というお問いであったかと思いま

す。 

 ただいま、作成しております第２期文

化振興計画の案の中では、基本目標とい

たしましてあらゆる市民が文化に親し

み、地域の特性・資源を活かした取り組

みを推進するというものを設定してお

りまして、施策として地域資源（文化

財・伝統文化・自然環境）を活かしたま

ちづくりの展開という項目を設定する

予定としております。 

 その中で、取り組み内容の主な項目の

中で文化財に触れる機会の充実を上げ

ておりまして、具体的な取り組みの例と

いたしまして、文化財に関する講座の開

催の充実を図る。また、小・中学生を対

象とした文化財講座、教材の充実に努め

るといったことを計画案の中で盛り込

む予定としております。 

 先ほど、案として小・中学生に文化財

を見学してもらうというようなことは

どうかとおっしゃっていただきました

ので、こうした計画に沿って、細かい内
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容については施策担当課で事業内容の

検討をして進めていってもらうという

ことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 野村部長。 

○野村市民生活部長 それでは私のほ

うから質問番号８番、市民活動支援課と

自治振興課の統合についてのご質問で

ございますが、市民活動支援課につきま

しては先ほど委員からのご質問の中に

もございましたとおり、現在コミュニテ

ィプラザのほうで事務所を設けて業務

を行っております。 

 業務内容といたしましては、コミュニ

ティプラザ開館当初におきましてはコ

ミュニティプラザの管理運営も行いな

がら、市民公益活動の啓発や促進という

のをこれまで担当してきておりまして、

その後、コミュニティプラザの管理運営

につきましては施設管理公社を指定管

理者として行っており、市民活動支援課

については、現在行っておりますように

市民団体の発足当初においては初期段

階での支援、活動されてる団体について

の発展的な支援であったり人材育成の

支援等々を行いながら、かつ行政との協

働についての研修会等々も担当してや

ってきております。 

一方、自治振興課におきましては委員

もご承知のとおり、自治会の活動支援で

あったり、自治会長の研修会等、地域の

コミュニティ活動の支援というのを行

ってきているところでございます。 

 どちらの活動におきましても、市域全

体または地域での住民福祉の向上やコ

ミュニティづくりに大きく取り組んで

いただいてるところでございます。 

 ご質問の中にありましたように、市民

活動の拠点ということでコミュニティ

プラザというお話もございました。別府

コミュニティセンターや市立の公民館

等、地域に点在しています公共施設が市

民活動の拠点になろうかなと思います

ので、そのあたりも多角的に捉えながら

この２課、市民活動支援課と自治振興課

が統合することによってさらなる協働

の推進に努めていきたいと考えており

ます。 

 そして、市民活動支援課が現在のコミ

ュニティプラザから市役所に移ること

についてでございますけども、そのとき

に市民の方との距離感というご心配を

いただいております。この件につきまし

てですが、市役所のほうに事務所がかわ

ることにつきましては当然団体への周

知を図るために窓口やホームページで

の周知を図るとともに、現在、コミュニ

ティプラザの管理を行っております施

設管理公社と自治振興課との連携を密

にした中で、市民団体にご不便をおかけ

しないように今後努めていきたいと考

えてます。 

 また、市民活動支援課が本庁に入るこ

とによりまして市民活動団体、所管して

いる各課との連携というのも今以上に

図られていくのかなと考えております

ので、それによってまた効果的な協働事

業というものが展開ができるのではな

いかなというふうに期待をさせてもら

ってます。 

○増永和起委員長 堤部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、南野委員

の２回目のご質問にお答え申し上げま

す。 

 高齢者の方の移送サービスとしまし

ては、現在、シルバー人材センターで４
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台の福祉車両によって外出の困難な高

齢者が病院を受診する場合などの支援

を行っております。 

 具体的には、福祉車両を運転し通院先

まで送迎することのみの支援でござい

まして、必ず利用される方にはご家族や

ヘルパーなどの同席を求めており、送迎

前後の付き添いはご家族などに行って

いただいてるのが現状でございます。 

 先日の代表質問で総合事業における

訪問型サービスＢでは、従来の介護保険

制度の生活援助ではサービスの提供が

困難であった電球の交換とか短時間の

ごみ出しが可能であり、平成３０年度に

配置する生活支援コーディネーターで、

まず地域の実情を把握し、実施の可能性

を探ってまいりますという答弁をさせ

ていただいておりますが、総合事業の多

様なサービスの一つに移動支援を想定

した訪問型サービスＤというのがござ

います。ご質問のありました通院等をす

る場合における送迎、前後の付き添いも

含めたサービスが想定をされておりま

す。ただ、現在実施しております高齢者

移送サービスの形態を訪問型サービス

Ｄに移行するということは、さまざまな

ハードルがありまして困難であるのが

現状でございます。 

 このような状況ではございますが、高

齢者の方々の移動の支援につきまして

どのようなことを行っていけるか、総合

事業の多様なサービスの中での実施も

含めて検討してまいりたいと考えてお

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のうち、予算

概要６２ページ、休日小児急病診療所運

営事業にかかわりますご質問について

お答えいたします。 

 ご質問は救急安心センターおおさか、

♯７１１９、また小児科救急電話相談♯

８０００につきましての周知というこ

とでございますが、これにつきましては

現在市内全戸配布しております健康づ

くり年間日程表への掲載を行い、周知に

努めているところでございます。 

 また、小児科救急電話相談につきまし

ては、妊娠届出時に母子健康手帳とあわ

せて周知させていただいてるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○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

ら予算概要の６２ページ、がん検診事業

についてのご質問にお答えいたします。 

 委員がご質問のとおり、平成２８年か

ら厚生労働省の定めますがん検診実施

のための指針におきまして、胃がん検診

については胃部Ｘ線検査または胃内視

鏡検査のいずれかを実施するというこ

とになりました。 

 胃の内視鏡検査につきましては、Ｘ線

検査に比べまして１人当たりの所要時

間が長く必要であるということから、実

施に当たっては保健センター以外の複

数の機関での実施も検討が必要になっ

てくると思われます。 

 また、検査の実施に当たりましては、

対策型検診のための胃内視鏡マニュア

ルを参考にすることとされておりまし

て、このマニュアルには運営委員会の設

置や、また認定医によるダブルチェック

の読影体制整備のほか、胃内視鏡検査に

つきましては、鼻からの出血や粘膜の損

傷等そういったことも想定されますこ
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とから、そういったショックとか偶発症

への体制整備といった、このようなこと

も必要となってまいります。 

 このような状況で体制の整備には課

題も多くあるとは思いますけれども、一

つ一つ関係機関と協議をしながら保健

センターも含めまして実施機関につい

て検討をし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 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１９番、

環境美化事業に関するご質問にお答え

いたします。 

 現状では、アドプトロード等の府の事

業との連携はできておりません。ただ、

アドプトロード等で実施していただい

ております清掃活動につきましては、環

境美化ボランティア制度の趣旨と、考え

方が異なるものではございませんので、

同制度にご賛同いただける場合はご協

力願い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 質問番号２０番、

ごみ減量啓発事業のレジ袋無料配布中

止協定における事業者への支援につい

てのご質問にお答えいたします。 

 レジ袋無料配布中止協定は、北摂７市

３町と北摂７市３町にスーパーの店舗

を持つ９の事業者がごみの減量化と温

室効果ガスの削減を目的といたしまし

て締結いたしました。 

 ２月１８日には、万博記念公園総合案

内所前広場におきまして、北摂７市３町

の自治体の代表者と９事業者の代表者

が出席いたしました協定の締結式を行

ったところでございます。 

 当日はマスコミ各社も取材に訪れ、新

聞報道されるなど大きなＰＲ効果があ

ったと考えております。このようなＰＲ

効果が本協定に賛同していただいてる

事業者の後押しとなっていると考えて

おりますことから、今後もさまざまな機

会を捉え、レジ袋の無料配布中止とその

効果等をＰＲしてまいりたいと考えて

おります。 

 また、本協定の取り組みは北摂７市３

町が足並みをそろえ、広域で取り組んで

まいりましたことから、今後の事業者へ

の支援につきましても北摂７市３町で

協議を行いながら対応してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 答弁が終わりまし

た。 

 南野委員。 

○南野直司委員 まず、別府コミュニテ

ィセンターにつきまして、児童センター

の移動児童館の取り組みについて等々、

ご答弁いただきました。どうか、今後も

こういう取り組みは僕は非常に大事な

ことだというふうに思いますのでよろ

しくお願いをいたします。これは要望と

しておきます。 

 それから、１番目の国際交流事業の中

でバンダバーグ市との交流の取り組み

についてご答弁をいただきました。 

 ちょうど平成２８年の１１月に市制

施行５０周年を摂津市が迎えたときに、

ジャック・デンプシー市長に来摂をいた

だきまして、いろいろ僕も話をさせてい

ただきました。摂津市とのつながりを、

より強固なものにしたいというふうに

おっしゃっていただいたわけでありま

す。しっかりと今後も友好のきずながさ
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らに深まるよう、取り組んでいただきま

すようよろしくお願いします。これも要

望としておきます。 

 それから２点目のＬＥＤ防犯灯等防

犯推進事業につきまして、犯罪の発生件

数につきましてご答弁いただきました。

８５２件ということで年々減少傾向に

あるということでありました。 

 さらに摂津警察署、防犯協会、そして

自治会、地域の住民の皆さん、関係団体

としっかり連携をとっていただきまし

て、防犯活動の推進をよろしくお願いい

たします。要望としておきます。 

 それから３番です。防犯カメラ設置事

業につきまして、更新計画、そして見や

すい場所に防犯灯を設置してますよと

いう表示についてご答弁をいただきま

した。ブレーカーボックスに設置してい

ただいてるというご答弁でありました。 

 どちらかというと私は、市民の方が見

やすいところに、邪魔になるところもあ

ると思いますけども夜でも光るような

もので、防犯カメラ設置という看板をで

きるところには設置していただきたい

なと思いますので、どうかよろしくお願

いをいたします。要望としておきます。 

 それから７番目です。文化振興事業で、

子どもたちにそういった例えばですけ

ども、摂津市における有形文化財に触れ

ていただくことをこの第２期文化振興

計画の中に盛り込んでいただきたいと

いうお問いに対して、そういうことは計

画の中に入ってますよということであ

りましたので、それは関係課が違うと思

いますけどもまた連携をとっていただ

きまして、僕は大事な取り組みだと思い

ます。市内の子どもたちに有形文化財に

触れていただくということは非常に大

事なことだと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。要望としておき

ます。 

 それから、市民活動支援事業の中で市

民活動支援課と自治振興課の取り組み

について部長からご答弁をいただいた

わけであります。 

 どうか、つながりのまち摂津連絡会議

の皆さん、あるいは関係団体の皆さんと

協力、連携していただき、みんなが育む、

つながりのまち摂津の実現に向けて取

り組んでいただきたいと思います。 

 この市民活動支援課が市役所のほう

に行きますということを、しっかりと関

係団体のＮＰＯの皆さん含めて市民の

皆さんにしっかりと周知のほうをよろ

しくお願いいたしまして、これも要望と

しておきます。どうかよろしくお願いし

ます。 

 それから、高齢者日常生活支援事業、

１３番の中で高齢者の方への福祉タク

シーの導入についてどうでしょうかと

いうことで部長からご答弁をいただい

たわけであります。 

 例えばですけども、茨木市ではもう高

齢者の福祉タクシー料金助成サービス

ということで実施していただいており

ます。これの利用要件はおおむね６５歳

以上の方で、利用者本人が市民税非課税

または生活保護を受けておられる方、そ

して要介護認定で要介護１から５と判

定された方、病院に入院していない、老

人ホーム等に入所していない、重度障害

者福祉タクシーを利用していない方が

利用要件ということで、タクシーへの乗

車１回につき５００円の助成をされる

利用券を交付されてます。１か月当たり

で４枚の利用券を交付するという事業
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を実施されておりますので、どうか摂津

市におきましてもこのような訪問型サ

ービスＤが当てはまるんではないかと

いうご答弁であったと思います。 

 どうか、このような事業をしっかりと

視野に入れていただきまして、高齢者の

方の足の確保をしていただきたいと思

います。何度も言いますけども、多くの

方がタクシーを利用されて病院等々に

通っておられるのが現状ということに

なっておりますので、どうかよろしくお

願いいたします。要望としておきます。 

 そして、次の１５番目の休日小児急病

診療所運営事業の中での小児科救急電

話相談、そして救急安心センターおおさ

かの周知についてご答弁をいただいた

わけであります。多くの摂津市の市民の

方が、全戸配布それから母子健康手帳と

あわせてお知らせいただいてるという

ことでありますけども、あらゆる機会を

通してこのような制度があるというこ

とを引き続き周知していただきますよ

うよろしくお願いします。要望としてお

きます。 

 それからがん検診事業につきまして、

１７番目です。受診率向上に向けた取り

組み、そして胃カメラの導入についての

ご答弁をいただきました。もちろん、胃

カメラでしたら時間がかかると思いま

す。市内の病院あるいは近隣の病院等々

での受診で胃カメラ検診ができるとこ

もありますけども、いずれにしましても

このがん検診、早期発見・早期治療が最

も大事なことであると思いますので、さ

らに私はいずれにしても受診率の向上

という観点から、今後もしっかりと取り

組んでいただきますようお願いします。

要望としておきます。 

 １９番目です。大阪府との美化活動の

連携についてご答弁をいただきました。 

 要望としておきたいんですけども、中

央環状線なんですけども、非常にごみと

いうよりも物すごいことになってます。

特に歩道とかはまだまだきれいなんで

すけども、いわゆる右折レーンに入った

ときの運転席側、右側ですね、物すごい

空き缶であったりコンビニの袋であっ

たりいろんな物が散乱してるわけであ

ります。 

 僕はしっかりと大阪府と連携を取り

ながら、例えばですけども防犯カメラを

設置できないかなと思うわけでありま

す。そのようなごみのポイ捨ての抑止効

果があるような取り組みを、どうかご検

討いただきたいなと思いますのでよろ

しくお願いをいたします。 

 そして、この美化ボランティア制度の

取り組みは非常に僕は大事な取り組み

であって、高く評価をしてるところであ

りますけども、約６３０名の方がご登録

いただいてるとありましたので、このご

登録をいただいてる方に、ちょっと角度

は違うんですけども地球温暖化対策に

向けての環境家計簿の取り組みも、今、

していただいてると思いますけども、中

にはこの制度に登録していただいてる

方の中で環境家計簿を実施していただ

いてる方もいらっしゃると思うんです

けども、もしされてない方がありました

ら、こんな取り組みもしてるんだという

ことでお知らせしていただきまして、地

球温暖化対策、摂津市がやっております

環境家計簿の取り組みに関しましては、

事業所も含めてオール摂津でどうか取

り組んでいただきますよう要望として

おきますのでよろしくお願いをいたし
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ます。 

 それから２０番のごみ減量啓発事業

の中で、マイバッグ持参運動の取り組み

につきましてご答弁をいただいたわけ

であります。非常にこの取り組みも大事

だと思いますので、引き続きどうかよろ

しくお願いをいたします。 

 以上で終わります。 

○増永和起委員長 南野委員の質疑が

終わりました。 

 ほかにありませんか。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、質疑をさせて

いただきます。 

 まず補正予算の議案第９号ですけれ

ども、４０ページです。体育施設費の件

ですけれども、青少年運動広場、旧味舌

小学校の跡地の体育館、総合体育館と補

正額がかなりと出ておりまして、一つ一

つ流れを教えてほしいんです。 

 特に総合体育館の件に関しましては、

一番最初の当初の予算の想定された費

用から実際に使われた額がどうであっ

て、補正があってという部分の流れも教

えていただきたいと思います。 

 それでは、一般会計の予算概要のほう

で進めさせてもらいたいと思います。 

 まず２０ページですけれども、款２総

務費、項１総務管理費、目６都市交流費

で先ほどからも質問がございますけれ

ども、私は蚌埠市とですね、先ほどバン

ダバーグ市の話がありましたけれども、

ここにも市外の宿泊施設の利用補助金

と出てますけれども、全般的な都市交流

の考えの現状と、それと今後どういうふ

うに考えていくのかというところと、そ

して国際交流協会が今、市役所西別館に

入っておりますけれども、西別館を解体

されるというところで、今入ってる国際

交流協会がどこにというような考えが

あるのか教えていただきたいと思いま

す。 

 続いて２４ページで、摂津まつり振興

会補助事業ですけれども、昨年か数年前

か、ちょっと市民からうわさというか声

を聞いて、摂津まつりについて、今後、

存続するのか、というような声を聞いた

んですけれども、今、摂津まつり振興会

の中で摂津まつりの今後をどういうふ

うにしていくのかというような声があ

るのか、そしてまた担当としてどういう

考えを持っておられるのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

 同じく２４ページですけれども、自治

活動推進事業ですけれども、これは自治

会の加入率ですね、私もずっと質問させ

ていただいてて５７．８％というところ

ですけれども、４団体で協力してという

ような形で今進められておられますけ

れども、加入率を上げるために具体的に

どういう考えを持っておられるのかお

聞かせをいただきたいと思います。 

 同じく２４ページ、市民ルームフォル

テ管理事業ですけれども、これも先ほど

からも質問がございまして、時期として

いつごろ修理を考えておられるのかお

聞かせをいただきたいと思います。その

修理の段階では市民の方が使えないの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 続いて２８ページ、コミュニティセン

ター管理事業ですけれども、これも他の

委員からも稼働率アップをというよう

な質問がございましたけれども、私も一

般質問でも質問はさせていただいて、い

かにして稼働率をアップさせていくの

かというところで、改めてお聞かせいた



－18－ 

だきたいと思います、具体的に。ただ、

平素の活動でもって努力してアップを

させていくんですということであれば、

なかなか厳しいと思うんですけれども、

具体的に違う考えが改めてあるのかな

いのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 続いて３４ページですけれども、款２

総務費、項３戸籍住民基本台帳費、目１

戸籍住民基本台帳費ですけれども、この

あたり、例えば旅券事務事業、証明書交

付等事業、個人番号カード交付事業とい

うのがございますけれども、交付窓口が

コンビニ、窓口、サービスコーナーがあ

って、サービスコーナーが廃止になって、

現状、サービスコーナーがあったときと

比べてコンビニ交付、窓口交付の推移な

り変化というのがどういうふうな形に

なってるのか教えていただきたいと思

います。 

 個人番号カードの交付を実際されて

る件数を見ますと、私自身はそんなに多

いという認識がないんです。市が進めら

れてて国も進められてる割には、この程

度なのかなというふうには思うんです

けれども、よく市民の方から聞くのは別

にマイナンバーをとっても用事がない

と、とる意味がないというような声があ

るんです。運転免許証の返還をした方は

身分証明になるという声はあるんです

けれども、そういう声があって市民の方

からあんまり利用する機会がないんだ

というような声を聞くんですけれども、

その点を担当のほうから考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 続いて４０ページ、総合型クラブ支援

事業のところで山田川運動広場の管理

委託と旧スポーツセンターグラウンド

管理委託料というふうに出ております

けれども、金額が委託でも差があって、

その点もっと具体的に差といいますか、

同じグラウンドでありながら委託料の

差があるということ自体の内容を教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、次のページの４２ページです

けれども、体育施設維持管理事業で青少

年運動広場の改修の件で、市民の皆さん

に極力不便のないようにということで

すけれども、改めて聞きたいんですけれ

ども、そのときにグラウンド自体は使え

る状況なのか、グラウンドを閉じて修理

を進めていかれるのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

 それと総合体育館の件、改めてここの

予算の中にはないんですけれども、その

考えですね、改めて担当のほうでお聞か

せをいただきたいと思います。 

 同じページで社会福祉法人指導監査

事業ですけれども、これも決算審査でも

質問させていただいたんですけれども、

ＪＲの地下水汲み上げの件では、摂津市

の立場として、最高裁への上告が棄却に

なったんですけれども、それまでは結論

が出てない段階で井戸の掘削をするの

は、これはやっぱり許すべきことではな

いということだったと思うんです。 

 今裁判の中で、訴訟でまだ結論が出て

ない段階で、市としてはこれは法人とま

たは理事長との間の関係であるという

ことで、実際に裁判で結論が出てないの

にそういう考えでいいのか、というとこ

ろがあるんですけれども、もう一度その

決算審査でも質問しましたけれども改

めてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 続いて４２ページの社会福祉関係団
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体補助事業です。これも決算審査でも質

問したんですが民生児童委員の欠員状

況で改めてお聞かせをいただきたいと

思います。 

 ４４ページです。災害時要援護者支援

事業です。先ほども質問があったんです

けれども、私も決算審査を踏まえて、全

体の市が把握をされてる対象者に比べ

て、同意者数が少ないと私は思ってるん

ですけれども、その点の同意者をふやし

ていく努力といいますか、市として。た

だお願いしますだけではふえないと思

うんですけれども、その点をどういうふ

うに考えておられるのかお聞かせいた

だきたいと思います。 

 ４６ページの老人クラブ活動事業で

すけども、これも加入率ですね、どのよ

うにして加入率をふやしていかれるの

かというお考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

 ５０ページです。款３民生費、項１社

会福祉費、目７障害福祉費の市立みきの

路運営事業ですけれども、他の方も質問

されて、それも担当の方も思ってるとこ

ろが、重度の在宅の方の親亡き後といい

ますか、親が在宅で見られてるというそ

の方が、もし親亡き後、在宅の方が今後

どういうふうになっていくのか。決算審

査でもお聞かせをいただいたんですけ

れども、改めて待機の数と今後その方は

どこにとかどういうふうな今後という

ことを考えておられるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。 

 そして続いて６０ページ、生活保護事

業ですけれども、前からこれも質問させ

てもらってるんですけども、他市では例

えばパチンコとかそういうところに是

正をするために、行政として働きかけを

したりとかいうことがあるって新聞で

は私も読んだんですけれども、摂津市と

してその点をまた改めて、どういうふう

に考えておられるのか、そしてまたケー

スワーカーが今１１名ですか、その対応

が実際にどうなのかですけれども、その

１１名でいけるのかどうかというとこ

ろと、そして実際にほんまに生活で困っ

ておられる方に対しては、保護していか

なければならないと思うんですけれど

も、あえて生活保護を受給するためにそ

の生活にしていくっていうことは、やっ

ぱりそこは改善、是正をしていかなけれ

ばならないと思うんですけれども、そう

いう部分でいうとその体制でいけるの

かどうかですね、その点のお答えをいた

だきたいと思います。 

 続いて６２ページのがん検診事業で

すけれども、これも以前から質問させて

いただいてて、受診率の向上をどう考え

てるのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 ６６ページです。款４衛生費、項１保

健衛生費、目４公害対策費の環境測定・

調査等事業で地盤沈下１級水準測量委

託料ですけれども、最高裁で棄却になっ

たということでありますけれども、それ

をどう考えておられるのかというとこ

ろと、今後どういうふうに進められよう

としてるのか、お聞かせをいただきたい

と思います。 

 続いて６８ページですけれども斎場

管理事業です。歳入のほうで斎場使用料

が１，４８５万円あると思うんですけれ

ども、摂津市民と摂津市外の住民では料

金が、摂津市外は摂津市民の３倍になる

と思うんです。 

 今、斎場のほうで摂津市外の方が多く
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利用されてるという現状があるわけで

す。例えば、淀川を渡った京阪沿線では、

向こうは飯盛山に持っていかなければ

ならないから、摂津市のほうが近いから、

金額が摂津市では１万５，０００円で市

外の方が４万５，０００円だと思うんで

すけれども、４万５，０００円を払って

でも、それは斎場を使われる方の自己負

担だから、葬儀業者からすると別に葬儀

業者のほうが負担をするわけではない

からということで、摂津市の別府の斎場

のほうで燃やされてるということが今

現状で多くあるわけですよね。実際に多

くの方が利用されると、炉自体が悪くな

るのも早くなるわけで、そのときにその

炉を修理なりするのは摂津市民の税金

でもって修理をするということになる

わけですよね。その考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 続いて葬儀会館管理運営事業で、葬儀

会館工事設計委託料と出てるんですけ

れども、この中身を教えていただきたい

と思います。 

 その下ですけど墓地管理事業です。摂

津市には墓地が３か所あるんでしょう

かね。 

その墓地を例えば指定管理で、民間の

方に委託をして管理をいただくという

ような考えがないのか、そして墓地で無

縁墓地というのがないのか、見られてな

い墓地というのがないのか、その点を教

えていただきたいと思います。 

 続いて７０ページです。ごみ収集処理

事業で再生資源収集運搬委託というと

ころが出てますけれども、これも資源ご

みで我が会派の渡辺議員が先日の代表

質問でも質問をさせていただきました

けれども、持ち去り、それと団体の数と

いうのが任意団体ということですが、質

問をさせてもらったと思うんですけれ

ども、改めて聞きます。その点、どうい

うふうに考えられておられるのかです。 

 そして集団回収で協同組合大阪再生

資源業界近代化協議会にキロ１円払っ

てて、集団回収の例えば子ども会、自治

会、団体のほうにはキロ５円を出してる

と思うんですけれども、私はその時価に

よって販売金額といいますか、向こうが

買われる金額というのは上下があると

思うんですけれども、それが一定である

のはどうかというふうには、以前も私質

問させてもらったんですけれども、先方

が利益が出るときにその補助金を出す

べきなのかという疑問があるんです。金

額が下がってるときには、例えば集団回

収が実施できなくなると困るから、その

補助金というのは業者に対して出すの

は当然だと思うんですけれども、金額が

高いときにその補助金を出すと、例えば

向こうが利益が出てるのに補助金を出

すということになってること自体をど

のように考えてるのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 その下、７０ページ、し尿収集事業で

すけれども、これは豊能町のほうに処理

を委託されてると思うんですけれども、

その点、改めて内容を教えていただきた

いと思います。 

 その下の浄化槽汚泥処理負担金を出

されてます。これは茨木市のほうに出さ

れてると思うんですけども、この中身も

改めて教えていただきたいと思います。 

 次は７４ページ、款５農林水産業費、

項１農業日、目３農業振興費のほうに進

みたいと思います。 

 他の委員も質問されてましたけれど
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も、福祉農園、水稲体験農園ですかね。

小学校低学年の児童に対しての農業体

験といいますか、農園をというご答弁も

いただいておりまして、もう少し具体的

にお聞きをしたいという思うんですけ

ども、例えば福祉農園っていうのは福祉

でもいろんな対象があると思うんです。

障害、例えば保育所、老人というふうに

あるんですけれども、例えばどういうふ

うな年齢層といいますか、福祉を対象と

されてるのかお聞かせをいただきたい

と思います。 

 水稲体験農園の部分ですね、畑に関し

ては恐らく水を入れなくも大丈夫だと

思うんですけども、水稲体験農園という

と田んぼはなかなか確保が難しいと思

うんですけれども、その点、田んぼの確

保とか、そういうふうな部分というのは

どうなのか。 

 低学年の児童に対しての体験農園と

いうのは、学校の敷地なのか、どこかの

農地を借りて進められるのか、その点も

お聞かせいただきたいと思います。 

 続いて７６ページで中小企業育成事

業で、摂津ブランド認定委員会負担金で、

これ摂津優品（すぐれもん）ですけれど

も、平成３０年度はどの程度出されると

いうか表彰されるっていうふうな考え

があるのかお聞かせをいただきたいと

思います。 

 ７８ページですけれども、企業立地等

促進事業ですけれども、他の委員からも

質問がございましたけれども、健都や千

里丘西地区の再開発に対しても、私はそ

ういうふうなところで、企業立地促進で

入ってきていただけたらと思っており

ます。 

 担当のほうとしては、企業立地促進で

新たな事業所が入っていただくように

は、どういうふうなアプローチをされて

るのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 そして、歳入のほうです。歳入は予算

書のほうで。５５ページの一番下のとこ

ろで犯罪被害者負担金で１０万６，００

０円って出てますけれども、この負担金

っていうのは、どこに出されるものなの

かを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○増永和起委員長 森西委員、一つです

ね、総合体育館の関係で、補正のところ

の質問と、それから９番目ぐらいにおっ

しゃられたと思うんですけど、歳出に入

ってないけれどっていうのがあったと

思うんですけど、これはそれぞれあえて

別々に答弁を求めますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 いえ、それは一括でいい

です。一緒でいいです。 

○増永和起委員長 わかりました。それ

ともう一つは、２７番目、予算概要７８

ページの企業立地促進事業のところで、

健都での企業立地のアプローチという

ことですが、この所管は、民生常任委員

会でできますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 できる範囲で。全体的な

企業立地について、ということで。 

○増永和起委員長 はい、わかりました。 

 では、答弁をお願いします。 

 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、森

西委員の文化スポーツ課に係りますご

質問にご答弁申し上げます。 

 まず、平成２９年度一般会計補正予算

書の４０ページのところで、体育施設費
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の中で減額補正が出ている部分の内容

についてということでしたので、それに

ついてお答えいたします。 

 まず、総合体育館につきまして、総合

体育館建設工事基本設計委託料２，９８

７万３，０００円の減額。同じく総合体

育館建設工事実施設計委託料５，２７９

万６，０００円の減額。 

 これにつきましては、２つの委託料と

も当初予算額と同額でございまして、事

業としては未実施というために全額を

減額補正をいたしております。 

総合体育館の今後の考え方というと

ころでございますけれども、市政運営の

基本方針でも代表質問の答弁でもござ

いましたように、建設時期と建設場所に

ついて再検討の判断をしたところでご

ざいます。 

 場所につきましては、ほかの候補地に

ついてもこれから検討というところに

なると思いますが、摂津市の公共施設等

総合管理計画というものがございます

ので、これをもとにこれから市全体の公

共施設のあり方について、統廃合であり

ますとか、複合化でありますとか、そう

いう話も出てくるかと思いますので、そ

ういったことを検討していく中で、総合

的に考えないといけないのではないか

とは思っております。 

 次に、減額補正で青少年運動広場改修

工事基本設計委託料１５７万９，０００

円の減額。青少年運動広場改修工事実施

設計委託料５１０万７，０００円の減額

でございます。 

 こちらに関しましては、青少年運動広

場改修工事基本設計委託料を執行する

に当たりまして、基本設計の内容につい

て基礎資料となる図面確認や境界明示

確認など、そういうところの測量部分も

含めた基本設計が必要であろうという

ことになりましたので、当初の予算額か

らは足りなくなるというところがあり

ましたので、実施設計委託料から１３４

万１，０００円を流用して、３３１万８，

０００円といった形で基本設計委託料

の予算を増やして入札を行ったんです

けれども、結果として入札金額が落ちま

して、執行する額としては１７３万９，

０００円ほどとなりまして、そこから不

用額ということでその額を減額補正す

るということになったものでございま

す。 

 したがって、実施設計は未実施ではご

ざいますが、そういう形で流用を行った

という関係がございまして、青少年運動

広場改修工事実施設計委託料は当初予

算額６４４万８，０００円のところ、減

額が５１０万７，０００円となっており

ます。 

 次に、旧味舌小学校跡地体育館建設基

本設計委託料につきまして１，１６４万

５，０００円の減額でございますが、こ

ちらは当初予算額は１，３５４万４，０

００円でございました。 

 平成２９年度の執行内容でございま

すが、基本設計委託の中でも事前調査等

の支援業務委託ということで、建築基準

法を初めとする関係法令の諸条件の整

理という部分においての執行というこ

とでございましたので、執行額を差し引

いた部分についての補正をさせていた

だいたということでございます。 

 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 自治振興課にか

かわりますご質問にご答弁させていた



－23－ 

だきます。 

 まず、予算概要の２０ページ、中国蚌

埠市友好交流事業についてでございま

す。平成２４年中国国交正常化４０周年

記念蚌埠市友好表敬訪問として、摂津市

国際交流協会から２１名が訪中いたし

ましたが、その後、日本政府による尖閣

諸島購入や中国による東シナ海資源開

発など中国との摩擦が大きくなり、以降、

訪中来摂は行われておりません。 

 その後、蚌埠市のほうと友好交流の窓

口の担当者の連絡が途絶えておりまし

たが、平成２８年１２月に蚌埠市のほう

の友好都市交流窓口の確認ができ、現在

も連絡を取り合っているところでござ

います。 

 続きまして、予算概要２０ページ、国

際交流事業に関連しまして、国際交流協

会の移転先についてのお問いにご答弁

させていただきます。 

 今、国際交流協会の事務所が入ってお

ります市役所西別館につきましては、平

成３０年度に解体の実施設計が行われ、

平成３１年度に解体の工事に入る予定

になってございます。 

 国際交流協会の移転先につきまして

は、コミュニティプラザ内で現在検討を

進めておりまして、今後関係者等と協議、

検討を行い、具体的な場所を選定してま

いりたいというふうに考えております。 

 続きまして、予算概要の２０ページ、

都市交流事業でございます。都市交流事

業につきましては、市外の宿泊利用補助

金を中心に事業を展開させていただい

ておりまして、現在、京丹後町、志摩町、

阿南町、湯原温泉、日高川町、洲本市の

五色町、新温泉町のほうと提携を結ばせ

ていただいておりまして、平成２８年度

におきましては、３６件の補助をいたし

まして１２７名の方にご利用いただい

ている状況でございます。 

 平成３０年度からは、新温泉町の浜坂

観光協会のほうとも協議をさせていた

だいておりまして、湯村温泉観光協会の

宿泊施設についても本補助が利用でき

るようにしてまいりたいと、拡大を考え

ているところでございます。 

 続きまして、予算概要の２４ページ、

摂津まつり振興会補助事業について、開

催についてということでご答弁させて

いただきます。 

 開催につきましては、以前確かに森西

委員がおっしゃるように、開催について

いろいろなおうわさというか、お話を聞

いたような記憶がございますが、本摂津

まつりにつきましては、摂津市最大のイ

ベントでございまして、多くの市民の

方々が楽しみにされている状況にござ

います。 

 本市といたしましては、今年度も摂津

まつり振興会への支援を行い、開催して

いきたいということで進めてまいりた

いというふうに考えております。 

 続きまして、予算概要の２４ページ、

自治活動推進事業について、自治会の加

入率が５７．８％で、今後どのような取

り組みで加入率を上げていくのかとい

うことと、４団体の連絡会議の活動との

連携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。 

 ご承知のように、市制施行５０周年に

関連しまして、４団体、摂津市自治連合

会、摂津市老人クラブ連合会、摂津市民

生児童委員協議会、摂津市社会福祉協議

会とともに、共同アピール「つながりの

まち摂津をみんなで育もう」ということ
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でさせていただいたところでございま

す。 

 本アピールについては、協働の推進と

いうことを強くうたってございますが、

各団体お持ちの悩みは一緒でございま

して、やはり加入率というか、加入世帯

数の増、また、老人クラブ連合会におか

れましては、会員数の増、民生児童委員

協議会、これは民生委員の欠員の補充と

いうのが大きな課題になってございま

す。 

 おのおのの団体、課題は違いますけれ

ども、突き詰めるところ、やはりコミュ

ニティの推進が大きな要因になってい

るというふうに感じておられるところ

でございます。 

 今年度につきましては、平成３０年２

月にこの４団体が連携して街頭啓発活

動を行われました。また、２月１６日に

は地域交流会ということで、参画・協働

をテーマにして研修会を支援センター

で実施されたところでございます。 

 現在、この活動を踏まえて次年度の活

動をこれから見詰め直すということに

なってまいるかと思いますけれども、本

当に皆さんが課題を一にして動き出し

たところでございまして、平成３０年度

についてはさらに一歩進んだ活動に期

待しているところでございますし、市の

ほうとしても支援をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 続きまして、予算概要の２４ページ、

市民ルームフォルテ管理事業に関連し

てのご質問にお答えします。 

 フォルテ３０１、３０３の改修工事に

つきましては、予算でご可決いただきま

したら、予約の状況等を確認しながら実

施の時期を決定していく予定でござい

ます。 

 工期につきましても、他のテナントの

営業等の時間等もあることから、利用者

のご不便のないよう具体的に協議を進

めて決めてまいりたいというふうに考

えております。 

 続きまして、予算概要の２８ページ、

コミュニティセンター管理事業に関連

して、別府コミュニティセンターの利用

率の稼働率をどう上げていくかという

ご質問についてご答弁させていただき

ます。 

 別府コミュニティセンターの稼働率

につきましては、開館が１年して以前の

別府公民館、あと、集会所等の利用件数

等は大幅に超えて利用していただいて

いる状況にございますが、今後、利用率

の向上につきましては、さらに地域の

方々に利用の周知を努めるとともに、講

座や先ほどもご答弁させていただきま

したが、エントランスイベント等の実施

を積極的に行っていき、さらに利用率を

上げたいというふうに考えております。 

 また、先般南野委員からのご提案もあ

りましたが、企業への利用の促進等につ

いてもＰＲを検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 あと、歳入のほうになりますけども、

予算書の５４ページ、犯罪被害者の負担

金ということで、内容についてというお

問いかと思います。 

 この負担金につきましては、犯罪被害

に遭われた方が日常生活を営むのに支

障が来ないように、介護、家事、保育等

の日常生活の支援を行うホームヘルパ

ーを派遣する等の事業を実施するとい

うことが要綱にうたってございます。 

 このホームヘルパー等を派遣する事
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業の利用者の方の一部負担金の歳入を

ここに予算計上させていただいている

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 市民課に係りますご

質問にお答え申し上げます。 

 まず、予算概要の３４ページ、戸籍住

民基本台帳費のサービスコーナーがあ

った平成２８年度と、サービスコーナー

がなくなった平成２９年度の変化とい

うことでございますが、平成２８年度に

おきましては、市全体での証明書の交付

が８万２，１７４件ございました。その

うち本庁窓口での交付が５万７，８６６

件、割合にしまして約７０．４％。市民

サービスコーナーが２万３，１３０件、

割合にしまして約２８．２％。コンビニ

交付につきましては、年間で１，１７８

件の約１．４％というふうになっており

ます。 

 これが平成２９年度となりましたら、

４月から２月までの１１か月の状況で

ございますけれども、証明書の取り扱い

の全体が７万１，６９４件。そのうち本

庁窓口が６万８，６８３件で、割合にし

まして約９５．８％。コンビニ交付が２，

７４４件で、割合にしまして約３．８％。

それから、公共施設での取次サービスの

ほうが、２６７件で、約０．４％という

ふうになっております。 

 コンビニ交付がふえておりますけれ

ども、全体としては本庁窓口のほうがふ

えてきたという状況でございます。 

○増永和起委員長 次の答弁をお願い

します。 

 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、森

西委員の文化スポーツ課に係るご質問

２点についてお答えいたします。 

 まず、予算概要の４０ページにござい

ます総合型クラブ支援事業の中で、山田

川運動広場管理委託料と、旧スポーツセ

ンターグラウンド管理委託料の委託料

の内容の違いということについてのお

問いでございました。 

 まず、山田川運動広場管理委託料につ

きましては、施設を管理する人件費のほ

かに、その施設を管理するための簡易な

修繕に係るような消耗品でありますと

か、そういうことについても計上させて

いただいております。 

 旧スポーツセンターグラウンド管理

委託料につきましては、旧三宅スポーツ

センターのグラウンドに係る部分でご

ざいまして、そのところに子育て総合支

援センターの遊戯室も隣接しておりま

して、こちらの委託料につきましては、

所管課がこども教育課になりますけれ

ども、そちらのほうで午後の部分の委託

料を組んでおりまして、文化スポーツ課

での計上が、午前の部分だけの人件費部

分だけという形になりますので、その部

分が内容としては違うということでご

ざいます。 

 続きまして、４２ページの体育施設維

持管理事業の青少年運動広場改修工事

実施設計委託料につきましてのご質問

にお答えいたします。 

 改修工事を行う際、利用者のことを考

えて進めるということではありますけ

れども、やはり安全上使用できない期間

というのは出てくるかと思います。でき

るだけその期間を短くしたいとは考え

ておりますが、その期間が決まった際に

はできるだけ早い周知ということをし



－26－ 

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 それでは、予算概要

４２ページの社会福祉法人指導監査事

業以降の答弁は午後からにし、これで暫

時休憩にいたします。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 午前中に引き続き、森西委員の質疑に

対しての答弁を求めます。 

 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のうち、まず

予算概要４２ページ、社会福祉法人指導

監査事業についてお答えいたします。 

 市内の社会福祉法人の不正問題につ

いてでございますが、これは桃林会の件

でございますが、不正発覚から平成２９

年６月３０日までこれまで計１０回の

監査を経まして、適正なガバナンスの構

築や法人としての対応方針につきまし

て確認してきたところでございます。 

 所轄庁としましては、今後法人が同様

の不祥事を起こさない体制が構築され

たことなどを確認いたしまして、これま

で特別に実施してきた指導監査に一定

の区切りがついたものと判断しており

ます。 

 ご質問の中で、ＪＲ東海の裁判のお話

があったかとは思うんですけども、これ

につきましては、法人としての体制方針

等が修正されているかどうかというと

ころでの違いがあるのかなと考えてお

ります。 

 同法人につきましては、元理事長の影

響力を排除し、元理事長に対して刑事責

任を問うため、告訴及び損害賠償請求を

しているところでございます。 

 現時点におきましては、所轄庁として

はこの裁判の行方については注目して

おりますが、法人の運営そのものにおき

ましては、特別に指導しなければならな

いような事項もないような状況でござ

いますので、今後は通常監査におきまし

て法人の姿勢を見守ってまいりたいと

考えております。 

 続きまして、予算概要４２ページ、社

会福祉関係団体補助事業につきまして

民生児童委員の欠員状況でございます

が、民生児童委員の現在の欠員状況は、

定員１４５名に対しまして現時点で１

３２名となっており、残り１３名の欠員

となっております。引き続き地元の方々

等ご支援を賜りながら欠員補充に努め

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、予算概要４４ページ、災

害時要援護者支援事業についてでござ

います。 

 災害時要援護者台帳につきましては、

南野委員のご質問の中でもお答えしま

したとおり、台帳の登録者数は増えてい

るものの、同意援護者数が減っていると

いう状況でございまして、担当課として

も取り組むべき課題として認識してい

るところでございます。 

 台帳の登録の窓口につきましては、現

状大きく分けて３つございまして、まず、

高齢者のみの世帯、障害者、要介護３か

ら５の方でございますが、それぞれ民生

児童委員、または障害福祉課や高齢介護

課にご協力いただいているところでご

ざいます。 

 その他、ＣＳＷの活動や防災にかかわ

る講演会等におきまして啓発に努めて

いるところでございます。 
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 後期高齢者の人口が増加している状

況におきまして、本来であるならば同意

要援護者数が増加すると推測されるわ

けでございますが、現状はご説明しまし

たとおり減少傾向にありますので、今一

度、現状のアプローチの分析や、見直し

による登録者の獲得が必要と考えてお

ります。 

 また、市民全体へ改めてＰＲに努めま

すとともに、福祉関係団体やイベントな

どを通して啓発の強化に努めてまいり

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 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、老人クラブ活動

事業に関してでございます。老人クラブ

の加入率低下について加入拡大策をど

のように考えているかということでご

ざいます。 

 老人クラブは地域包括ケアシステム

を構築する上では、高齢者の方々が元気

に活動をされている老人クラブは大変

重要な地域交流団体であると考えてお

ります。 

 そのため、会員の方々の減少の理由と

いうことでございますが、やはり単位ク

ラブの会長の後継者の方が、次の方がお

られないということで、その単位クラブ

自身がなくなるということが、会員減少

に大きな影響を与えているのではない

のかと思っております。 

 また、老人クラブの会員の加入年齢が

上がっていることもありまして、老人ク

ラブの会長になる方の年齢が大体７０

代後半の方が会長になられておる現状

でございまして、次に、７０代前半の方

でほぼ８割というような現状でござい

ます。 

 そういう現状もありまして、なかなか

いざ会長の後継の方ということになっ

てくると難しい部分が出てくるのでは

ないのかというふうな状況ではござい

ます。 

 ただ、これらの現状を踏まえながら老

人クラブの連合会の役員の方々と加入

促進の一つの方法として、まずは単位ク

ラブのやはり介護予防の取り組み等

個々でされてはおるんですけれども、さ

らに取り組みできることがないのかな

と考えております。 

 介護予防は多くの高齢者の方にとっ

ては関心の高いテーマではございます

し、取り組みに当たってもグループで行

うような活動でございます。 

 また、身近な地域で取り組むというこ

とが介護予防の継続には効果的ではな

いのかなと思っておりますので、具体的

にどのような介護予防の取り組みが

個々の単位クラブでできるのかという

のは、これからではございますが老人ク

ラブの連合会の役員の方や、単位クラブ

の方々とともに検討していけたらなと

思っております。 

 介護予防の視点ということを重視し

ていくことで会員獲得につながるので

はないのかなと考えております。 

○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

祉課にかかわりますご質問にお応えさ

せていただきます。 

 予算概要５０ページ、市立みきの路運

営事業に関しましての待機者数と、在宅

重度障害者の親亡き後の今後の考え方
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につきましてでございますが、まず、市

立みきの路の入所待機者数といたしま

しては、決算審査時にもお答えさせてい

ただきましたように、他市の方を含める

と約８０名、摂津市内の方で１０名の方

が入所を待っておられます。 

 親亡き後の今後の考え方といたしま

しては、親などの援護者が亡き後、在宅

の重度障害者が独居生活を送ることは

困難でありますが、障害者入所施設はど

の施設におきましても現在多くの待機

者がいることから、すぐに施設入所に至

ることは難しい状況であると考えてお

ります。 

 この課題に対応するための一つの方

策といたしましては、グループホーム並

びにショートステイの体制強化である

と考えております。現在、策定中であり

ます平成３０年度からの障害施策に関

する長期行動計画（第４次）の中でも、

親亡き後の対応を重点課題としており、

また第５期障害福祉計画におきまして

は、平成３２年度末までに地域生活支援

拠点等の整備を行うことを目標として

おります。 

 社会福祉法人摂津宥和会を初めとい

たしました市内の障害福祉サービス事

業所と連携をとりながら、この拠点整備

を進めてまいりたいと考えております。

その中で、グループホームやショートス

テイの増床、増設を行うことによりまし

て、親亡き後の在宅重度障害者の受け入

れ態勢を整えてまいりたいと考えてお

ります。 

○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ページの生活支援課に係るご質

問にお答えさせていただきます。 

 パチンコなど、個別遊興費への本市と

しての取り組みにつきましては、生活保

護制度として明確に禁止事項と明記し

ない限り、現状は難しいと考えておりま

す。 

 しかしながら、現在におきましてもケ

ースワーカーから被保護世帯に対し、家

計の考え方、使い道について助言指導を

しております。 

 また、ケースワーカーの業務につきま

しては、年々増加してきておりますので、

事務処理の合理化を進めていくのとあ

わせまして、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。 

 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問のご質問にお答えい

たします。 

 予算概要の６２ページ、がん検診事業、

がん検診の受診率の向上についての考

え方についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 がん検診につきましては、より多くの

方にご受診いただけますように、年度当

初に国民健康保険加入の方への特定健

診のご案内に合わせて、がん検診のご案

内も同時に行います。また、その他の方

につきましては、主に４０歳から７０歳

までの５歳ごとの節目の年齢の方にが

ん検診のご案内を送付しております。ま

た、広報せっつにおきましても、毎月掲

載し、ＰＲに努めております。 

 平成３０年度の新たな取り組みとい

たしまして、大阪府の重点受診勧奨対象

者で未受診の方を主な対象としまして、

検診の重要性を伝えるリーフレット等

の配布を行い、受診勧奨を強化し、受診
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率の向上を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 また、受診率の向上のためには、検診

の受診のしやすさというのも大切と考

えております。特定健診とのセット検診

や、また乳がん、子宮頸がんとのセット

検診、土日の休日の検診日の設定、また

大阪市内とはなりますが、大阪がん循環

器病予防センターにおいては予約の状

況にもよりますが、５つの複数のがん検

診を同日に受診するといったこともで

きます。このような取り組みをＰＲいた

しますことで、受診率の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

○増永和起委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 環境政策課に係

る２点のご質問にお答えいたします。 

 まず、予算概要６６ページ、環境測定

調査等事業に関するご質問でございま

すが、ＪＲ東海との訴訟につきましては、

３月８日付で上告が棄却され、控訴審判

決が確定いたしました。摂津市自治連合

会、鳥飼地区自治連合会、摂津市老人ク

ラブ連合会等、大変なお力添えをいただ

いたにもかかわらず、ＪＲ東海の地下水

の汲み上げを差しとめることができず、

非常に残念に思っております。 

 今後の対応でございますが、水準測量

等による地盤沈下の監視につきまして

は、継続して取り組んでまいります。 

 また、地下水の汲み上げが認められた

一方で、環境保全協定の効力は茨木市に

も及び、協定が有効であることも認めら

れておりますことから、協定に基づいた

対応をＪＲ東海に求めることも考えて

おります。 

 そのほか、近日中に代理人弁護士と協

議を行い、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、予算概要の７０ページ、

し尿収集事業に関するご質問でござい

ます。 

 し尿及び浄化槽汚泥の処理につきま

しては、吹田市の正雀下水処理場及び摂

津市クリーンセンターの機能停止に伴

い、平成２５年１０月１日からし尿の処

理を豊能町に、浄化槽汚泥の処理を茨木

市にそれぞれ委託し、各市町に負担金を

支払ってい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 予算概要の６８ペー

ジ、斎場管理事業の斎場の利用が市外の

方が多いことに対しての考え方という

ことでございます。 

 平成２８年度の斎場の火葬件数が年

間８１２件ございまして、そのうち市外

の方が１３８件で、割合にしまして約１

７％、平成２９年度も、この２月までの

１１か月の数字でございますけれども、

火葬件数が全体で７２１件のところ、市

外の方が１０５件で、割合にしまして約

１４．６％ということで、この数字が多

いと見るのか少ないと見るのかでござ

いますけれども、逆に本市の市民の方が

他市の斎場を利用されるケースもござ

いますし、料金のほうも３倍の料金をい

ただいておりますので、今のところ火葬

の執行に支障はないことから、おおむね

適正に運営できているというふうには

考えております。 

 続きまして、葬儀会館管理運営事業の

工事設計委託料の中身ということでご

ざいますが、これにつきましては、空調

設備の更新工事の設計委託料でござい

ます。メモリアルホールにつきましては、
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竣工から２０年が経過しておりまして、

空調設備も老朽化していることから、平

成３１年度以降に空調設備を更新する

ため、平成３０年度はその設計を行って

まいりたいと考えております。 

 続きまして、墓地管理事業でございま

す。市営墓地について、指定管理という

考え方はないのかということでござい

ます。制度的には指定管理者制度を採用

することができなくはないんですけれ

ども、この予算額を見ていただいてもわ

かりますとおり、墓地管理事業の予算額

が４９万円と予算規模が小さく、また、

収入となる使用料につきましても、墓地

に空きが出て、新規で使用を許可したと

きに収入が入ってくるということで、コ

ンスタントに収入が入ってくるわけで

もございませんので、これまでは指定管

理に余り適さないという考えで、直営で

やってまいりました。 

 続きまして、同じく墓地管理事業、市

営墓地３か所に無縁墓地があるのかと

いうお問いでございますけれども、今把

握している範囲では、無縁墓地はござい

ません。 

 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、予算概

要７０ページ、ごみ収集処理事業につき

ましてのご質問にお答えいたします。 

 まず、資源ごみの持ち去りにつきまし

ては、対応に苦慮しているのが現状でご

ざいます。現在は持ち去り対策といたし

まして、不定期ではございますが、市内

のパトロールを実施するほか、日本語だ

けではなく、多言語で持ち去り禁止を記

載した啓発看板を設置しております。 

 また、市民の皆様からご相談があれば、

子ども会や自治会、老人会などで実施さ

れている集団回収の利用をご案内して

おります。 

 続きまして、収益が出ている状態にお

いて集団回収業者に協力金を交付する

必要性についてでございます。 

 まず、集団回収におきましては、安定

した資源回収を図ることが最重要であ

ると考えております。近年の資源ごみの

価格につきましては、低下した状態で安

定化しておりますが、品目によりまして

はさらなる下落が見られておりますこ

とから、回収業者への協力金につきまし

ては、今後の市場価格の動向を見ながら

判断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 辻局長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、予

算概要７４ページ、市民農園設置事業に

係ります３点のご質問にご答弁申し上

げます。 

 まず、福祉農園の対象ということでご

ざいます。先日の弘委員のご質問でもご

答弁申し上げましたが、福祉農園はその

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、委員がおっしゃい

ますように障害者であるとか保育園児

であるとか高齢者がそれぞれ、例えば機

能訓練でありますとか、食育、認知症予

防、介護予防等々の目的に沿ったご利用

が考えられるわけでございますが、その

使途を限定はしておりません。いずれに

いたしましても、法人格を持つ団体への

貸与を想定しておりまして、使途を限定

してない多様なニーズにおこたえする

必要があろうかと思いますので、指導者

つきとさせていただく予定をしており
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ます。 

 その次に、水稲体験農園に係る水田の

確保の問題でございます。水田につきま

しては、現在市内で市街化調整区域で依

然多くの水田が残っております、鳥飼八

町地域を予定しております。 

 それから、低学年児童の農業体験の農

地の確保の問題でございます。こちらに

つきましても、小学校近辺の農地で子ど

もたちが徒歩で行くことができる畑を

お借りして実施する予定としておりま

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、予算概要の７６ページ、中小企

業育成事業の中で、摂津ブランドの認定

の件ですけれど、今年度平成３０年度の

認定はどれぐらいかということでござ

いますが、一応予算としまして５製品の

認定を見込んでおるところでございま

す。 

 続きまして、予算概要７８ページ、企

業立地の件になりますけれども、企業立

地のアプローチといいますか、制度紹介

等についてですけれども、まず市ホーム

ページにより広く発信しておりますの

が一つと、あと大阪勧業展やビジネスマ

ッチングフェアなど各種展示会におき

まして、企業立地促進制度を紹介したポ

スターや冊子、また口頭による説明を通

じまして、広くＰＲしているところでご

ざいます。 

○増永和起委員長 それでは、答弁が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、補正予算の総

合体育館の件ですけれども、基本設計を

されて、予算をとられて最終的に基本設

計、実施設計の分も補正減額というよう

な形で、市民からすると結局基本設計で

費用を費やしてるということにはなら

ないんですかね。全くゼロということで

すかね。実際に今回、いろいろ総合体育

館の中で、総合計画にあげたところから、

そして市長がスポーツ広場でというふ

うなことで話をされて、いろいろあって、

平成３０年度の予算からなくなるとい

うようなことでありましたけれども、そ

ういうふうな流れがやっぱりないよう

にというか、これはやっぱり慎重に市と

しては進めていかなあかんことだと思

うんです。議会もそうですけれども、結

局市民の方が不安に感じたりとか、どう

なんや、こうなんやということが実際に

起こったわけですから、担当のほうで言

うてもなかなかあれですから、恐らくこ

れ、職員全体の話になると思うんですけ

れども、市民の方がやっぱり不安にとか、

実際にどうなんやろということがない

ように慎重に、決まったことは大胆に物

事は進めていかなあかんと思いますの

で、これ以上は言いませんので、その辺

を注意しながら施策を進めていただき

たいなと思いますので、よろしくお願い

します。 

 都市交流の件ですけれども、蚌埠市と

市外宿泊施設の件はわかりましたので。

国際交流協会が出ていかれて、総務建設

常任委員会になるかもわかりませんけ

れども、あそこを解体した後に、例えば

福祉とか民生常任委員会所管の施設と

かですね、そういう部分をあの後にとい

うような考えが今の現在の中であるの
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かどうか、その点担当では難しいと思う

んで、部長か副市長で、今の段階である

のかどうかですね、お聞かせいただきた

いと思います。 

 摂津まつりに関しても、わかりました。

結構です。 

 自治会の件ですけれども、４団体協働

で推進をするというふうなことで進め

られるということですけれども、実際に

自治会の会長の中でもなかなかとそれ

だけでは、例えば自治会の加入率がアッ

プにならないんじゃないかというふう

な声も出てます。例えば、条例とかもし

くは宣言とか、都市宣言でもってそれを

つくって進めていくとかいうような考

えがないのか、お聞かせいただきたいと

いうふうに思います。 

 とある自治会長が森山市長に、同じよ

うに条例とか宣言をということをおっ

しゃったこともあるそうなんです。平成

３０年度のこの市政運営の基本方針な

り予算の中なり、そういうふうなことが

全くないんで、その点今後の自治会、普

及率、加入率をふやしていくためには、

まず自治会としてはその文句があるか

ら動きやすいんだというふうなことを

つくってほしいというものがあるので、

その点の考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 フォルテに関してもわかりました。 

 別府コミュニティセンターですけれ

ども、なかなかと地域的に、立地的に、

南野委員もおっしゃってましたけども、

外の地域から別府以外の方が、今の現状

からするとお越しいただくというのは

なかなか難しいような立地条件という

か、立地場所にあるのかなと思います。

私も前の質問で、福祉バスですね、公共

施設の巡回バスを今回増便されますけ

れども、それを別府コミュニティセンタ

ーに持ってきてはどうかというような

話もさせていただきました。 

 例えば鳥飼の方、例えば正雀の方、千

里丘の方が別府に行くのに何で行くん

だということになると、公共の乗り物で

言うと乗り継ぎをして時間をかけてい

かなければならないという現状ですの

で、徒歩で行くか自転車で行くか車で行

くか、車を持っておられる方は駐車場も

あそこにはありますから、行けると思い

ますけれども、そのあとの方というとな

かなかと、いや、あそこまで行くのはと

いう声になるのかなと思いますので、そ

の点、地域の方も使いやすくして、地域

外の方も、別府以外の方もあそこに来て

いただけるような、形をぜひとも考えて

いただきたいと思うし、今答弁いただい

ても、なかなかこうしますというような

答弁は出ないと思いますので、ぜひとも

考えていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それと、戸籍住民基本台帳の関係で、

証明書の件に関しては、コンビニ窓口、

サービスコーナーの利用に関してはお

聞きしました。１回目で、マイナンバー

カードの件が答弁抜けてたと思うんで

すけども、その点お願いしたいと思いま

す。 

 今の住民基本台帳カードを、マイナン

バーカードをつくられるときに返還い

ただくというような形で進められてる

と思うんですけれども、実際例えば今住

基カードは市民の方に何ぼ発行されて、

どの程度回収をされてるのかというの

があればお聞かせいただきたいと思い

ますし、例えばマイナンバーカードと住



－33－ 

基カード、両方持っておられる方という

のもいてはるのか、その点も教えていた

だきたいと思います。 

 住基カードをお持ちの方がマイナン

バーカードを持っておられない方とい

うのを把握されてるのか、教えていただ

きたいと思います。 

 総合型クラブに関しても結構です、わ

かりました。 

 それと、次ですね、体育施設に関して

ですけれども、青少年運動広場ね、利用

に関してはできない期間、使用できない

期間が発生してくるということなので、

またそれは市民の方が極力不便になら

ないように進めていただきたいと思い

ますし、それと民間企業のほうで、今グ

ラウンドを借りてるところがあると思

うんです。民間企業の持ってるグラウン

ドを市民の方に、というところがあるん

ですけれどもね、具体的に挙げますと例

えばダイキンですね。例えば利用状況と

か、市民の方から聞いたのは、グラウン

ド自身の土というか、表面というのが、

改善されてるのかどうかわからないん

ですけれども、なかなかスポーツするに

は、表面上きれいにしなければなかなか

厳しいという、そういうふうな声も聞い

たことがあるんです。そういう部分があ

るのか、例えば土とかが、例えば野球を

してて、イレギュラーバウンドが起こっ

たりとか、そういうふうなことがないの

か、その点を教えていただきたいという

ふうに思います。 

 社会福祉法人指導監査事業に関して

ですけれども、監査をされて区切りがつ

いたということでありますけれども、私

は裁判が終わってない段階で、関連裁判

が終わってそれではっきりとっていう

ふうな形になると思うんですけれども、

答弁は結構です。 

 そこでもし、市のほうとしては監査を

して問題はないんですという訴えです

ね、片やその裁判のほうで、もしいろい

ろと今後起こったときに、その点ほんな

ら市は、今まで何してたんやというふう

な声がもしかしたら出てこないのかな

と、そう危惧していますので、意見だけ

述べたいと思います。 

 それと、社会福祉関係団体の補助金、

民生委員の件ですけどね、ご努力をされ

てるのはもうよくよくわかってます。な

かなか見つけられないとふうなところ

はわかってます。これは民生委員だけじ

ゃなくて、自治会もそうですけれども、

老人クラブもそうです、加入率が上がら

ない、探してるけど見つからないという

のは、これはやっぱり社会全体の考え方

の問題だと思うんですよね。金銭の関係

があると、それはやりますよと。お金を

もらうんやったらやりますよと、でもボ

ランティアなりなんなりというのはや

りませんよというような、そういうふう

な風潮になってるわけですよね。その風

潮を、その考えを改めて変えていかなあ

かんわけですね。 

 それをどうやって変えていくかとい

うところを、４団体やというふうに言う

てますけれども、そこをどうにか考えて、

言うたら庁内オール摂津でやっぱりそ

こは考えていかなあかんと思うんです。

そこでオール摂津で考えて、摂津が他市

より例えば加入率がふえてる、例えばき

ずなが深くなってる、そういう部分が摂

津市外の他市から見えることによって、

他市も同じようなことをしていこうと

いうことで、摂津市が先進的な事例で先
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進的な取り組みをしてるというふうな

ことになろうかというふうに思います。 

 この民生常任委員会所管においては、

答弁は結構です。努力はされてると思う

んですけれども、全体的に摂津の、やっ

ぱり考え方というか、摂津市民の考え方、

摂津全体の考え方をやっぱり考えてい

かな、意識を考えていかなあかん思いま

すので、ご努力をお願いしたいと思いま

す。 

 災害時要援護者支援事業の件ですね、

これも同意を得られる方がおられない

ということは、それはやっぱり、今申し

上げたとおりの意識なのかもわからな

いので、そこをどうやって変えていくの

か。だからボランティアでもってしてい

ただくのか、市がお金を出してさまざま

な人を雇用して委託をして、業者に頼ん

でお金を出して、できてないところを進

めていくのか、そこをどちらの考えで進

めていくかですよね。お金を出さないん

やったら地域の方、市民の方がボランテ

ィアで動いていただくような仕組みを

つくっていかなければならないと思い

ますし。市としてはボランティアで市民

の方が動いていただくということが不

可能である、もしくはしないのであれば

お金を費やしてその点は人を雇って、業

者に頼んで、市民の方が困らないように

きめ細かなことをしていかなあかんと

思うんですね。それはどちらかだと思う

んです。その点の考えを、部長か副市長、

お願いしたいと思います。 

 続いて老人クラブです。先ほどの話に

全部含めてますので、そういう考えで、

市の考えに基づいて努力いただきたい

と思います。 

 市立みきの路の件ですけれども、待機

者が他市含めて８０名ですかね、市内で

１０名ということですから、方策として

はグループホームとショートステイと

いうことでありますけれども、ショート

ステイもそれに限りがありますし、多く

の人がショートステイを利用していく

と、結局ショートステイも利用できなく

なってくるわけですね。グループホーム

ということですけれども、グループホー

ムはやはり自立をされる方ということ

ですから、自分である程度される方が生

活をしていく場ですので、ということに

なると、やはり重度障害の方は自分で自

立をするということ自体がなかなかと

厳しい方ですから、だからグループホー

ムというのもなかなかだと思います。で

も、グループホームに入ってしまうと、

そしたらそのグループホームから軽度

の方があふれてしまうわけですから、私

は摂津市なり、例えばもう少し範囲の広

い北摂地域なり三島地域で、入所施設と

いうのはやっぱりつくっていかなけれ

ばならないと思うんですよね。自分で努

力をして頑張って自立ができる、生活を

していける方というのはやっぱりそう

いうふうに続けていかなければならな

いと思います。でも、自分が努力して自

立をしようと思ってもなかなか難しい

方は、やっぱりそれは行政でもって何と

か考えていかなければならないのかな

と思うんですけれども、その点の考えで

すね、それと、摂津市だけでなく、例え

ば三島地域なり北摂地域とかでそうい

う声とかというふうなのが、今現状とし

てあるのかお聞かせいただきたいと思

います。 

 生活保護事業ですけれども、ケースワ

ーカーの件は必要な人員確保というこ



－35－ 

とでありますけれども、例えば不正なり

適正でないとか、是正をしなければなら

ないというふうな方がおられたら、それ

はやっぱり平素の生活ですから、常日ご

ろを見ていかなければならないわけで

すね。そうすると、多くの人員の確保が

必要になってくるわけですよね。例えば

そういうふうなことをなくして、自立に

向けていったりということをすると、そ

こにはやっぱり人員が今よりも多く必

要になってくるだろうと思うんです。 

 そこをどうしていくのか、というとこ

ろだと思うんです。人員を入れて、それ

以上の生活保護費の給付する額を少な

くしていくのか、ということなんですけ

れども、人員を入れるとその分のやはり

人件費がかかりますから、ですけれども、

それが社会として制度として、摂津市と

していいのかどうかですね。その辺お答

えいただけますか。 

 がん検診事業に関して、ご努力をされ

てるのはよくわかります。これね、健都

との絡みもあったりしますので、もう少

し注視をさせてもらって、摂津市がやっ

ぱり健康、健都とともにというふうなこ

とで、この辺のがん検診の受診率もふえ

ることを期待してますので、そうなるよ

うにご努力をお願いしたいと思います。 

 環境測定・調査等事業の件ですけれど

も、弁護士と相談をされるということと、

それと測量の結果ですね。まだ出てない

んですかね。出たときには速やかに、議

会にもそうですし、市民の方にも報告を

いただきますようにお願いしたいと思

います。 

 それと、最高裁の上告棄却という部分

に関して、これ副市長のほうでどういう

ふうな考えなのか、お聞きしたいと思い

ます。 

 それと、斎場管理事業の件ですけれど

も、斎場の使用料の、３倍というのはこ

れは近隣も同じく３倍だというふうに

思います。摂津市は１万５，０００円の

３倍ですから、ほかは例えば２万円の３

倍であったりとか、その金額の３倍です

から、元の市の設定されてる金額が幾ら

かによって、結局ほんなら他市の人が幾

らか変わってくるわけですよね。 

 私は別に、その３倍というのは近隣市

の３倍に合わせなくてもいいん違うか

なというふうには思ってるんです。例え

ば５倍であったり１０倍であったり、や

はりそこは摂津の方が他市で斎場を使

われる場合もあるでしょうけれども、や

はり摂津市の方が摂津市の斎場が使え

なくて、他市に持っていかざるを得ない

というような状況はなくなるようにし

てあげなければならないと思うんです。

そこの金額を、例えば上げると、やはり

他市の方は、その金額を見たら、摂津市

に持っていくのはちょっとやっぱりち

ゅうちょすることになると思うんです。 

 今聞いてるのは、摂津市の場合はやっ

ぱり立地的な部分がありますから、京阪

沿線のところからもまだ近い場所にあ

って、摂津市に持ってくるほうが近いと、

京阪沿線ですと飯盛山のほうに持って

いかなあかんということですから、そこ

まで行くのであったら摂津市に持って

いったら、例えば山間部まで持っていか

なければならないとか、そういうふうな

ことより、例えば時間が短いとか、でも

費用は利用者の方が負担をするからと

いうことを聞いてるんですけれども、で

すからそういうふうにならないように、

これは要望としますけども、例えば３倍
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じゃなくてもう少し、摂津市の方が外に

行かないような、そういう形をとってい

ただけますように考えていただけたら

というふうに思います。 

 葬儀会館の工事の件も、わかりました。 

 それと、墓地ですけれども、指定管理

に合わないというのも、費用的な分でね、

それもわかります。これから例えば墓地

として、無縁墓地というのが、今摂津市

の中ではないですけれども、ほかの墓地

ではそういう問題が起こってるという

ふうにマスコミでも私も聞いてますの

で、摂津市の中でもそういうことが発生

してくる可能性がやっぱりあるかもわ

かりませんので、そういうことがないよ

うにというか、対策とかそういうことも

また考えていただけますようによろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、資源ごみの件ですけれども、

例えばアルミ缶をごみのケースに市民

の方が出されたと。根本的に、ごみとい

うか廃棄物というか、それはどの段階で

廃棄物になるのかを教えていただきた

いと思うんです。ケースに入って、持ち

去りをされる、実際持ち去りをされてま

す。でも、摂津市側が、摂津市がケース

を回収して、それは摂津市が今度はリサ

イクルで売ってるわけですよね。売却収

入があるわけですよね。摂津市に売却収

入があるということのそれは、廃棄物に

なるのかならないのか、その辺を教えて

いただきたいと思います。 

 それと、集団回収の件ですけれども、

大阪再生資源業界近代化協議会に出し

ておられますけれども、もう一度言いま

すけれども、金額が高く、取引額が高い

ときに、実際に出す必要はないと思うん

ですよね。向こうの業者も業界が困って

るときには補助を、摂津市の団体が集団

回収ができなくなるとかいうことにな

ることがないように、取引額が下がると

きには、補助を出すべきだと思うんです。 

 前も質問したんですけれども、そした

ら取引の金額があって、幾らで民間の事

業所が損益分岐点になるのかどうかと

いう、そこをやっぱり担当としては研究

をして把握をしておかなあかんと思う

んです。全てそうですけれども、民間の

事業所が、いや、この金額ですねんと、

いや、苦しいんですと、経営しんどいん

ですって、それはみんな言いますわ。も

うかってても、しんどいですって言いま

すわ。そしたら、どこが損益分岐点で業

者は損になるんか、利益が出るんかとい

うそこを、やっぱりお金を出すほう、補

助金を出すほうというのは、そこは研究

せなあかんと思うんですよね。答弁は結

構です。そういう部分を研究をしていた

だきたいというふうに思います。 

 それと、先ほどからも美化ボランティ

アの質問がありましたけれども、根本的

にはあれですわ、６３０名のボランティ

アがおられるということですけれども、

ごみ自体を出さなければボランティア

も要らんわけですよ。例えばポイ捨てを

する、道路上にごみを捨てるとか、そう

いう人がいてなければ、そのボランティ

アも要らなくて、言うたら拾うこともな

いわけですね。ということは、捨てる人

があるということですよね。その捨てる

ということ自体をしないように取り組

んでいかなあかんと思うんですけども、

言うたら人間基礎教育、摂津市としてで

すよ、人間基礎教育で、社会のルールを

守れる人づくりということでうたって

ますけれども、摂津市の人がほんならポ



－37－ 

イ捨てをするということは、それはやっ

ぱりこの人間基礎教育に反する行為だ

と思うんですけれども、その点の考えで

すね、私もごみ拾いをふだんやってます

から、人のごみを捨てたやつを、何で拾

わなあかんねんっていうふうに思うわ

けですよ。何でこんな、真夏でも汗をだ

らだらかきながら、くそ暑いのに何で人

がこんなもん投げ捨てたごみを拾わな

あかんねんって、そんなもんごみ捨てん

かったらこっちも拾うことあれへんの

にって思いながらやってるわけですよ。 

 だから、ごみを捨てないというね、そ

ういうふうな摂津市にするためにどう

いうふうに考えておられるのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

 そして次、し尿収集の件と浄化槽汚泥

の件は結構です。 

 それと、次は農業の件ですね。福祉農

園の件、それと水稲体験農園の件、そし

て低学年の農業体験の件はわかりまし

た。南野委員も生産緑地の件で質問され

てました。これからの平成３４年に、生

産緑地が全国的に摂津市の中も生産緑

地になってるところが、期限が切れるん

ですね。それが全国の中で多くの生産緑

地の期限が切れるということが発生し

てくるわけです。 

 そのときに、これから市としてその生

産緑地を開発のほうに向けていくのか、

農地の保全というような形で向けてい

くのか、その点のお答えをお聞かせいた

だきたいと思います。先の話になります

けれども、副市長、答弁お願いします。 

 それと次ですね、摂津ブランド認定の

件、摂津優品（すぐれもん）ですけれど

も、私が思うのは、こういうふうな認定

なりというのは、数が少ないからある程

度の価値というか評価というのがある

と思うんです。例えば乱立を、どんどん

どんどん摂津優品（すぐれもん）をばー

っといっぱい出したら、そしたらその摂

津優品（すぐれもん）自体の価値が下が

ってしまうということがないのかなと

思って、ですからその点はやっぱり考え

ていただいて、摂津市からこの摂津優品

（すぐれもん）の認定をいただいている

ということで、認定をいただいた方は、

摂津市からこういうふうなものをいた

だいてるんだと自慢できるようなぐら

いの、認定を出すような形でお願いした

いと思うんです。それがもうまちじゅう

に摂津優品（すぐれもん）ばっかりやっ

たら、その評価って価値が下がってしま

うんで、どこが物差しで、どこまでがと

いうようなのはなかなか難しいと思う

んですけれども、そういうふうな観点も

持ちながらお願いしたいと思います。 

 企業立地等促進事業ですけれども、前

から言うてるんですけれども、企業立地

もやっぱり他市もいろいろと企業立地

促進条例なり、条例をつくられてるとこ

ろも多くありますので、他市はほかの市

を見て、自分はそこの市よりもいいもの

をつくろうということで、どんどん新た

な条件を、いい条件を出そう出そうとい

うことで進めてこられますので、その辺

の、ここもそうですけど、物差しを見な

がら、企業が余りにもいいようなぐあい

の立地条件を出してしまうと摂津市も

苦しくなるので、その辺うまいこと物差

しをはかりながら、他市に企業立地でこ

この条例があるから、制度があるから、

そこの制度を使うんじゃなくて、摂津市

のほうが制度上はすばらしいですよね

と。すばらしいから、ほんなら摂津市で
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企業立地促進の制度をつかおうかとな

るように、企業立地促進も考えていただ

いて、制度としては例えばおくれをとっ

てるものであれば、それは新たに考えて、

他市よりもすぐれた制度の中身になる

ように考え直していただくということ

も必要かなと思いますので、よろしくお

願いします。 

 健都もそうですし、千里丘駅西地区の

再開発も、そういうような開発のときに

この企業立地促進の制度があるからそ

したらそこに、摂津市に入ろうと考えて

いただけるような、そういうことも考え

ていただけますようによろしくお願い

したいと思います。 

 それと、犯罪の負担金の件は結構です。 

 以上です。 

○増永和起委員長 それでは、丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 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。 

 自治活動推進事業にかかわりまして、

自治会の加入率を上げるために条例、都

市宣言等の考えはどうか、また今後の対

応についてはどうかというお問いかと

思います。 

 まず、条例、都市宣言についての考え

方でございますが、先ほどもお伝えして

おります平成２８年１１月１日に共同

アピールを４団体でされました。共同ア

ピールをされる以前に、自治連合会の中

で先ほど森西委員がおっしゃっており

ます、自治会の加入促進条例、都市宣言

等についても一つの手法としてご検討

されたという経過がございます。その中

で、今回はまず共同アピールをして、自

治会加入等、各４団体に共通する困り事

を解決していこうということでアピー

ルをされたという経過がございます。平

成２８年度に宣言され、本年度そういう

啓発活動、研修活動を行われておりまし

て、先ほどもご答弁させていただきまし

たが、平成３０年度はこれを踏まえ、ま

た次の一歩が踏み出されると思います

し、また、「つながりのまち摂津」連絡

会議と今申しておりますが、こちらのほ

うもひょっとしたら広がりが出てくる

か、広がりをもたせるということも一つ、

今声が出てますので、当面は共同アピー

ルの実現に向けて進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 今後の対応でございますが、この４団

体の中でもございますし、代表質問の中

でもございましたように、やはり自治会

一つとりましても、自治会の組織という

のが高度成長期からずっとございまし

て、現在、そこから大きく少子高齢化、

核家族化、晩婚化などで社会環境が変わ

ってきておりますので、その状況を踏ま

えた自治会活動のあり方というのは、検

討していかなあかんと思っております

ので、そこについてこれから検討してま

いりたい。近隣の市町村でいいますと、

例えば千里ニュータウン等につきまし

ても、一挙に高齢化が進んでいるという

ことがあって、そこをＮＰＯとの協働で

切り抜けて今新しい方向に走り出され

てるというふうにお聞きしております。

宝塚市のほうでは、福祉をベースにして

自治会等が中心になって新しいつなが

りが生まれたというような研修会での

ご報告もいただいておりますので、近隣

の市町村等々の状況を研究し、今後の対

応について考えてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 
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○増永和起委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、まず１回目

の答弁漏れがあった分から答弁させて

いただきます。 

 マイナンバーカードにつきまして、市

民の方からメリットがないといいます

か、使い道がないというようなご意見に

対しての考え方ということであったか

と思います。確かに委員がご指摘のとお

り、全国的にマイナンバーカードの交付

が伸び悩んでいるのは、国民のそういっ

たご意見が理由であるのかなというふ

うに思っております。メリットとしまし

ては、国も言っておりますとおり、顔写

真つきの公的な身分証明書として利用

できるでありますとか、今後行政手続の

際にマイナンバーと本人確認を求めら

れますが、マイナンバーカードを持って

おればこれ１枚で番号確認と本人確認

が済むと。あと、本市でもやってますコ

ンビニ交付サービスで、コンビニでも住

民票が取れますよということと、税の e-

Ｔａｘのように電子申請ができますと

いうことと、本市ではまだできていない

みたいですけれども、子育てサービスの

ネットによる検索とか申請というのも

市によっては、できるようになっており

ます。 

 今のところ、こういったことができる

内容でございますけれども、今後国のほ

うでは民間サービスにも利用を拡大さ

れる予定でございまして、証券口座の開

設や住宅ローンの締結など、そういった

ところにも利用が拡大されるというふ

うに聞いております。本市としましても、

国の施策の動向を注視しまして、メリッ

トの周知徹底を図ってまいりたいとい

うふうに思っております。 

 続きまして、個人番号カードと住基カ

ードの関係でございます。住基カードの

制度につきましては、平成２７年１２月

末をもって廃止となり、平成２８年１月

から個人番号カードという制度ができ

ました。住基カードをお持ちの方は、個

人番号カードをつくればその時点で住

基カードは廃止となり、つくられていな

い方も有効期限までは有効でそれ以後

は失効するという形になります。したが

いまして、両方持っているという方はい

らっしゃいません。 

また、住基カード制度終了の平成２７

年１２月末の段階で住基カードを持っ

ている方が５％ほどいましたけれども、

そこからどれだけ個人番号カードに切

りかえたかという数字は把握できてお

りません。 

 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、森

西委員の文化スポーツ課に係ります２

回目のご質問にお答えいたします。 

 予算概要４２ページの体育施設維持

管理事業に関連しまして、企業開放いた

だいている施設についてのご質問にお

答えいたします。 

 具体的に先ほど企業から開放いただ

いているダイキンのグラウンドという

件でのお問いでございました。そちらに

つきましては、毎月第４日曜日を基本的

に開放いただいております。ただ、開放

されない月というのも３か月ほどある

形になっております。その中で午前・午

後という形で分けて貸し出しを行って

おりまして、今年度８件ほどはご使用い

ただいているというような状況でござ

います。そちらのグラウンドにつきまし
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てはマウンドがございますので、基本的

には軟式野球という種目で利用という

ことになっております。グラウンドの状

況については、先ほどおっしゃったよう

な状況も多少あるようなお話は聞いて

おりますけれども、何分企業のご厚意で

開放いただいているグラウンドですの

で、そこの部分も貸し出しの際には利用

される方にはご説明させてもらって、ご

利用いただきたいと思っておりますし、

また利用者のほうには、必ずほかの市内

のグラウンドに関しても、使った後は必

ず整地して次の利用者が利用しやすい

ようにということは、お声がけしており

ますので、こちらのお借りしたところに

つきましても、そういう形でお返しでき

るようにということでお伝えしていき

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 堤部長。 

○堤保健福祉部長 災害時要援護者制

度に係る２回目のご質問にお答えいた

します。 

 同意援護者を増やしていくというこ

とでございますけれども、登録によって

どのようなメリットがあるかというこ

とが今後大きな課題になってくると考

えております。もちろん災害時の状況に

よりましては、支援者の方も被害者とな

りますことからこの制度に登録するこ

とによって必ず災害時の支援が保障さ

れるというものではございません。また、

支援する方が責任を負うというもので

もございません。しかしながら、先日宝

塚市の社会福祉協議会の研修会があり

まして、本市も大いに参考にすべきだな

と感じたことがございました。宝塚市は

ご存じのとおり阪神大震災で大きな被

害を受けましたが、実際、震災発生時に

生き埋めになった方を助けていただい

たのは、近所の方なんです。行政は、そ

の後道路を復旧したり壊れた建物を除

去したり、その中でもう亡くなってた方

を救出したり、そういったことはしてく

れてるんですけれども、やはりご近所の

方が生き埋めになったその直後に瓦れ

きの中から助けてくれた、生きて助かっ

た方というのは、ほとんどそういう方だ

そうです。そういった行政ではうまくで

きないことと、やはり行政でなければで

きないことが存在はするんだと。そうい

った隣近所のお力を使って、インフォー

マルな力をうまく活用してそういった

活動に結びつけていくということを研

修のほうで教えていただいております。

同意要援護者の方が同意が得られるよ

うに皆さんで助け合える地域づくり、目

指していきたいと考えております。 

 以上です。 

○増永和起委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にか

かわります２回目のご質問にお答えさ

せていただきます。 

 北摂地域等での障害者入所施設の新

たな建設についてでありますが、入所施

設の待機者状況につきましては、みきの

路だけに限らず、他市の施設におきまし

てもほぼ同様の状況にあると認識をし

ておりますが、入所施設の新設につきま

しては、国は地域移行を進めていること

からも新たな施設建設は困難な状況で

あります。他市の事例ではございますが、

協議時点で許可がおりなかったという

ことも聞いております。北摂各市からの

声といたしましては、医療的ケアが必要

な障害児に対する施設といたしまして、
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大阪府に対して施設建設の要望を挙げ

ているということは承知をいたしてお

ります。 

増永和起委員長 大西課長。 

○大西生活支援課長 それでは、生活支

援課に係りますご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 人員確保につきましては、当課だけの

事情で増員していくのも難しいと考え

ておりますが、今後も引き続き人員確保

に努めてまいりたいと考えております。 

 また、先ほど委員がご指摘の生活保護

制度としましては、自立に向けて支援を

していくというのが大前提となってお

ります。今後につきましては、若い世帯

層の担当ケースワーカーの担当被保護

世帯数を減らしまして、自立支援に向け

た取り組みを強め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 副市長。 

○奥村副市長 それでは、何点か私の指

名でありましたので、ご答弁申し上げま

す。 

 まず１点目、市役所西別館の分なんで

すけれども、非常に老朽化が進んでおり

まして平成３０年度では庁舎西別館解

体等工事実施設計業務委託料を計上し

ております。一応解体する方向で今進め

ておりますが、現在利用しております会

議室の利用、それから国際交流協会等々

につきましては、それぞれ東別館の食堂

の２階で会議室を確保する。それからコ

ミュニテイプラザのほうで入居をして

いただく、そういう方向で今進めており

ます。解体後の空地利用につきましては、

最終的には決定しておりませんが、防災

管財課が考えておりますのは、民間活力

を利用して跡地利用ができないかどう

か、現在模索しておりますが、現段階で

は決定はしておりません。 

 それから２点目にＪＲ東海の訴訟の

件でございます。今回の決定は、上告理

由が事実誤認、または単なる法令違反に

すぎないという判断でございましたが、

現判決は地下水汲み上げを禁じた協定

の効力を事実上否定するに等しく、環境

保全協定の法的拘束力を認めた最高裁、

平成２１年７月１０日判決とも相反す

るものであって、これらの点につきまし

て最高裁の判断が示されなかったこと

は、非常に残念でございます。今後の対

応につきましては、先ほど担当課長が答

弁いたしましたように、代理人である弁

護士とも協議し、対応を模索していきた

いというふうに思っております。 

 それから３点目の生産緑地の話がご

ざいました。よく福祉のほうの関係で２

０２５年問題とよく言われるんですが、

実は２０２２年問題もございます。それ

は何かといいますと、生産緑地が要は２

０２２年に３０年を迎えるということ

になります。当時、東京・名古屋・大阪

の３大都市圏の市街化区域内にある農

地、これは農地として保全する生産緑地

とそれから宅地などに転用できる農地

に区分されました。生産緑地に指定され

なかった農地は、宅地並み課税が行われ

る。その一方で生産緑地に指定されると

その土地は、営農以外の利用は制限され

るものの固定資産税は、一般の農地のま

まで、相続それから贈与税の負担も大幅

に減額され、その猶予はその土地が農地

以外に転用するまで続くというふうに

言われております。これは先ほど言いま

した２０２２年になりますと、３０年を
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迎えることになります。さすれば、その

３０年を迎えたときに所有者はどうい

うふうな考えを持って行動をされるか

ということになるんですが、一つは転用

を行って収益資産化すること、これが一

つ考えられます。それから指定を継続し

て営農を継続する、こういうことも考え

られるというふうに思っております。い

ずれにいたしましても、このときに生産

緑地がどの程度、収益資産化されるのか、

あるいは営農を継続されるのか、いまだ

不明ではございます。その時点になれば

生産緑地が、委員がおっしゃるように農

地転用ということで、利用は可能になっ

てくるんではないかなというふうに思

っておりますが、いまだ不明でございま

す。 

 それから先ほど保健福祉部長が答弁

いたしましたいわゆる災害時要援護者

台帳の問題でございますが、考えますに

は、それぞれ今まで議論ありました地域

コミュニティの問題がございます。この

要援護者の部分のいわゆる未登録、これ

についてはやはり根底には、個人主義と

いうんですか、それぞれ自分の生活には

かかわってほしくないと、こういう考え

方があるんではないかなというふうに

思っております。地域コミュニティの活

性化と言われる分は、端的に言えば住民

同士の顔見知りの関係の強化であろう

というふうに思っております。これらは

いろんな行事を捉まえて、それぞれ市民

の方が集まっていただきながらそれぞ

れ関係を強化していただく、こういうこ

とに尽きるんではないかなと思ってお

ります。地域コミュニティの中には、伝

統的にはやはり自治会がございます。こ

の自治会の果たす役割は非常に大事で

ありまして、行政との連絡とか、道路側

溝の清掃とか、ごみのリサイクル等々で

行政の補完機能を果たしていただいて

おります。 

 まずは自治会の加入促進、それから先

ほどの議論がありましたように老人ク

ラブの加入促進、ひいては、いろんな団

体の活発化、これがやはり全体的に摂津

市を盛り上げていっていただけるんで

はないかなというふうに思っておりま

す。具体にはなかなか特対策にはなかな

か難しいんですけれども、やはり地道な

取り組みがいずれ実を結ぶであろうと

いうふうに思っております。 

 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、森西委

員の資源ごみの属性についてのご質問

にお答えいたします。 

 資源ごみの属性についてでございま

すが、法令上、資源ごみはごみ集積場に

出された段階で所有権を放棄した誰の

ものでもない無主物との解釈、回収する

行政に所有権があるとの解釈、回収され

るまで排出した住民に所有権があると

のさまざまな解釈がございます。 

 また、そもそも資源ごみは資源なのか

ごみなのかといったそういった考え方

もございますことから現状では資源ご

みの属性についての判断は難しいもの

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 環境美化に関す

るご質問について私のほうからお答え

させていただきます。 

 環境美化に関する施策につきまして

は、昨年４月に改正いたしました摂津市
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環境の保全及び創造に関する条例によ

りまして、環境美化ボランティア制度を

創設した一方で、１２月１日にＪＲ千里

丘駅及び阪急摂津市駅周辺と両駅を結

ぶ千里丘三島線について、環境美化推進

地区に指定し、啓発や清掃活動に取り組

んでおるところでございます。 

 環境美化推進地区によるポイ捨ての

発生の抑止と、美化ボランティア制度に

よる発生後の処理、この両者を並行して

取り組むことで美化意識の向上を図っ

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 森西委員。 

○森西正委員 それでは、資源ごみの件

ですけれども、今ご答弁いただいてどう

いうふうな解釈かというのは、定まって

ないという答弁だったと思うんですけ

れども、それを市として定めていくとい

うのも一つだと思うんです。市の考えと

しては、廃棄物なのか、資源ごみなのか、

どうなのかというところをね。持ち去り

の中で市民が結局トラブルになったり

してるわけですね。だから解釈が違うと

いうことですから。市民のある方は、そ

れはその段階で廃棄物だと。別の市民の

方は、いやこれは資源ごみで市の収入に

なったりするんだと。だからこれは、ご

みじゃないんだ。廃棄物じゃないんだと

いうふうなことで。そこでやっぱり持っ

ていく人に対して、これあかんやないか

と言って、そしたら何であかんのやとい

うようなトラブルも実際あるわけです

よね。だからトラブルにならないように、

やはりそこは市のほうでこうだという

部分は考えていかないとあかんと思い

ますし、実は特にアルミ缶の持ち去りが

あるわけで、実際にその市の売った収入

というのは、アルミ缶に関してはそんな

にないわけですよね、金額としては。そ

れはなぜかというと、それまでに市が委

託した収集車が収集する段階では、アル

ミ缶が結局全部取られていってるわけ

で、市のほうに、リサイクルプラザに来

る段階では、もう取られた段階で来て、

それを売ってもやっぱり量がないから

結局収益が上がらないということです

よね。地域で見ると、アルミ缶を山ほど

自転車に山積みにしてうろうろされて

る方というのがたくさんおられます。実

際、光景を見てますので。あの方にもや

っぱり生活はありますけれども、結局あ

れは摂津市からすると収入になったん

ではないかという考えができるわけで

すから、その辺の部分というのは、やっ

ぱり明確に市としては打ち出していか

なあかんのかなと思うんですけれども、

その点改めて答弁いただきたいと思い

ます。 

 それと全般的に先ほども言いました

けれども、自治会もそうですし、災害時

要援護者もそうですし、老人クラブもそ

うですし、全てに関しては私は自治会と

いうのが生活する中での基本だという

ふうに思います。副市長は地道にという

ことでご答弁されましたけれども、地道

にと言ってたら、もうそんなんあれです

わ。加入率なんかどーんと下がりますわ。

ですから地道じゃなくてやっぱり違う

展開というのを考えていかなあかんと

思うんです。課長は答弁でその条例とか

宣言というような自治連の中で話が出

たということですけれども、それも早急

にやっぱり考えていかなあかんのかな

と思います。５７．８％ですよね、加入

率が、自治会のね。８年前は１０％高か
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ったわけですよ。前にも話をさせてもら

ったことがあるかな。私も自治会長して

ますから、それが５０％を割ったら自治

会長の立場としては、自治会に入ってな

い方が、おたくらのほうが少数の考えな

んでと言えたやつが、５０％を切ったら

反対にいや、自治会に入ってる人のほう

が少数やねんて、おたくらのほうが変わ

ってんねんというふうに言われたら、そ

れ以上のことは言えなくなりますよね。

だから本当にもう、５７．８％なんかは、

もうほんまぎりぎりのラインですわ。あ

とは、もう加入率を伸ばしていくしかな

いんですよ。そのためにはどうするのか。

本当に５０％を割ってしまうと、今一生

懸命されている自治会長も、今まで一生

懸命にされてるけれども、反対に考えが

変わられる方もおられるかもわかりま

せん。だから本当に真剣にやっぱり考え

ていかなあかん時期やというふうに思

います。悠長なことを言うてる場合じゃ

ないと思いますわ。ですから、本当に条

例とか宣言とかそういう部分もやっぱ

り考えていく。条例も実際に聞いてる話

ではマンションの中の管理組合の中で

の最高裁の判決が出たということを聞

いてますので、おのおの個々の家の自治

会の中での最高裁の判決ではないとい

うふうには私は聞いてます。そういうこ

とも含めて考えていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。最後

に資源ごみの件だけ答弁お願いします。

あとは要望とします。 

○増永和起委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、資源ご

みの持ち去りの件につきまして、お答え

いたします。 

 さまざまな解釈が法令上あるという

のを先ほどご答弁させていただきまし

たが、確実に言えることは、集団回収に

出していただく場合には、その所有権は、

間違いなく集団回収される団体にある

と言われております。そのため我々とい

たしましては、子ども会や自治会、老人

会、その他さまざまな集団回収をしてお

られる団体のほうへ出していただける

よう、お願いさせていただくとともに、

そういった団体がないところにつきま

しては、集団回収していただけるような

形を働きかけていきたいと考えており

ます。また、そのほかの方法につきまし

ては、近隣自治体も同様なことで苦慮し

ておられると聞いておりますので、今後

研究してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森西委員の質疑が

終わりました。 

ほかにありませんか。 

村上委員。 

○村上英明委員 それでは、時間のこと

もございますし、またこれまでいろいろ

と質疑をされた関係もございますので、

少々割愛をしながらということで進め

ていきたいなと思います。 

 最初に一般会計予算のほうからいか

せていただきます。基本的には、所管別

でいかせていただきたいと思ってます

ので、若干ちょっとページが前後するか

もわかりませんけども、よろしくお願い

いたします。 

 まず初め、予算書２９ページのところ

でございます。款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料、節２のコ

ミュニティプラザ使用料ということで

コミュニテイプラザ建物使用料という

ことで、６０万１，０００円ですか、計
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上されておりますけども、この使用料の

中身について１点目お尋ねさせていた

だきます。 

 続きまして、予算書の７６ページのと

ころでございます。目６都市交流費とい

う中で、節１３に委託料が計上されてお

りますが、その中で日本語教室委託料が

平成３０年度４０万円ということで計

上されております。平成２９年度予算は、

９０万円ということでございましたし、

また平成２８年度の決算も８９万９，０

００円ということでございましたけれ

ども、この平成３０年度の減額の内容に

ついて、１点目お尋ねしたいと思います。 

 次が９９ページのところでございま

す。目１保健体育総務費のスポーツ推進

委員報酬ということで、平成３０年度と

いうことで１１５万６,０００円が計上

されているかと思います。その中で今こ

のスポーツ推進委員の定数が３４名だ

ったと思いますが、この今の委嘱されて

いる人数と、あと男女別の人数というか

男女の比率というものをお尋ねしたい

な思います。 

 次が予算書の１００ページのところ

で、目２体育振興費、節１９負担金、補

助及び交付金のスポーツ教室運営負担

金ということで平成３０年度の予算と

いうことで、４６万３,０００円が計上さ

れておりますけども、このスポーツ教室

の運営の内容を、どういうことをされて

いるのかということで、１回目お尋ねし

たいと思います。 

 ちょっと前のほうに戻りますけれど

も、債務負担行為が予算書の８ページで

すね、記載をされているかと思いますが、

その中で障害者自立支援事業というこ

とで２か年計画で３１６万２,０００円

が債務負担として計上されているかと

思います。これはどういう事業内容なの

かということと、またこれを実施する目

的について、１回目お尋ねをしたいと思

います。 

 あと予算書の１２６ページのところ

で、目３環境衛生費、節１９負担金、補

助及び交付金の所有者不明猫避妊・去勢

手術費用助成金ということで、５０万円

が計上されております。平成２９年度も

同額の計上だと思いますけれども、この

平成３０年度の件数の動向について、ど

ういう認識でおられるのか、お尋ねをし

たいと思います。 

 次に、１３０ページのところで目２塵

芥処理費ということの中で、節１３委託

料のごみ種調査委託料１２８万７，００

０円が計上されております。この委託の

算定の内容とこの調査方法、どういう調

査をされるのかということで１回目お

尋ねをしたいと思います。 

 続きまして、１４１ページのところで

ございます。これまでも本日もそうでご

ざいますし、また先週の金曜日もそうで

ございますけれども、企業立地の件でい

ろいろお尋ねをされておられました。 

 その中で、企業立地はこれまで資料の

中でいろいろと私も理解できるものは

理解させていただきますけれども、今政

府のほうで中小企業の生産性革命設備

投資支援ということで、今法案を出され

ようというか、そういう動きがあるとい

うふうにもお聞きをしておりますけれ

ども、中身的には固定資産税ということ

で税のことなんで、産業振興という観点

から、この今の国の動き、法案について

どういう情報を得ておられるのか、また

どういう認識でおられるのか、という点
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でお尋ねをしたいなと思います。 

 次は、議案９号のほうの平成２９年度

補正予算でございます。２８ページのと

ころでございまして、目１４文化振興費、

節１３委託料、市民ルームフォルテ３０

１・３０３総合管理委託料というのが６

５万１，０００円ということで減額をさ

れております。平成３０年度当初予算に

も同額が予算計上されているかと思い

ますけども、この減額をされる理由につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

 次が３８ページのところでございま

す。項７保健体育費、目１保健体育総務

費、節１９負担金、補助及び交付金、三

島地区駅伝競走大会負担金というのが

３万円という金額なんですが、これが予

算の３万円全額が減額という形で今回

されておりますけれども、この中身につ

いて１回目お尋ねをしたないなと思い

ます。 

 補正予算の３点目、最後になるんです

が、４０ページのところでございまして、

目１の社会福祉総務費、節７賃金という

ことで、非常勤職員等賃金が３７万１，

０００円減額をされております。これは

平成２９年度当初予算の中においては、

保健福祉課と生活支援課ということで

２つの課が説明欄に計上されていたか

と思いますけども、これがどちらの課の

減額分なのかということと、その減額の

理由についてお尋ねをしたいな思いま

す。 

 １回目、以上でございます。 

○増永和起委員長 丹羽課長。 

〇丹羽自治振興課長 それでは、自治振

興課に関するご質問にご答弁させてい

ただきたいと思います。 

 まず１点目、予算書の２７ページ、コ

ミュニティプラザ建物使用料の中身に

ついてということで、ご答弁させていた

だきます。 

 本建物使用料につきましては、レスト

ランのほうから徴収させていただいて

おります施設の使用料の賃料でござい

ます。月額５万１３３円となってござい

まして、これの１２か月分、６０万１，

０００円を予算計上させていただいた

ものでございます。 

 続きまして予算書７９ページ、日本語

教室委託料の減額の理由について、ご答

弁させていただきます。 

 本委託料につきましては、国際交流協

会のほうに委託しております日本語教

室につきまして、委託料の見直しを行っ

たところでございます。前年度９０万円

ということで５０万円減額させていた

だいて、４０万円を７７ページにござい

ます摂津市国際交流協会補助金のほう

に１０万円減額して、４０万円を移行さ

せていただいております。あわせて国際

交流協会の補助金のほうも増額になっ

てございますが、これは先ほどから議論

もございます協会が入居しております

西別館が解体され、コミュニティプラザ

に移転の計画をしておりますので、移転

先を見越してランニングコストを光熱

費、施設費負担金などでございますが、

２０万円補助金のほうで増額させてい

ただいております。したがいまして、国

際交流協会の補助金といたしましては、

現行２２０万円なってございますが、移

転に伴う固定費の増額分２０万円と日

本語教室委託料の見直しと振替分４０

万円を加えまして、本年度は２８０万円

ということで予算計上させていただい

ております。 
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 以上でございます。 

○増永和起委員長 妹尾課長。 

〇妹尾文化スポーツ課長 それでは、村

上委員の文化スポーツ課に係りますご

質問にご答弁申し上げます。 

 まず予算書の９９ページ、スポーツ推

進委員報酬のところで、スポーツ推進委

員の現在の委嘱数というところのお問

いであったかと思います。 

 現在委嘱させていただいている方に

つきましては、３２人でございます。そ

のうち男性が１９人で女性が１３人と

いうことで比率としましては、男性が約

６割、女性のほうが４割といった形にな

ります。 

 続きまして、予算書１０１ページ、ス

ポーツ教室運営負担金の部分でござい

ます。 

 こちらの運営の内容につきましてで

ございますが、今回予算計上しておりま

す部分につきましては、スポーツ教室を

種目としてはテニス、卓球、サッカー、

ソフトテニス、バスケットボール、チア

ダンスなどの種目というのを実施予定

としておりまして、この各競技を担当す

る団体と市との間で、スポーツ教室の運

営委員会というのを組織しまして、市か

らは事務の運営経費でありますとか、消

耗品費の負担という部分を予算計上し

ております。市はそのほか会場費用を負

担し、事務局としては各教室を担当する

団体の中から総合型地域スポーツクラ

ブで担っていただくような形で進めた

いと考えております。各教室の運営は、

それぞれの競技団体が担当するという

形で進めさせていただきたいと考えて

おります。 

 補正予算書の３８ページにございま

す、三島地区駅伝競走大会負担金の減額

をしておる部分ですけれども、中身につ

いてというお問いでございました。 

 三島地区の駅伝競走大会につきまし

ては、平成２７年度までは、三島地区体

育連合が主催ということで実施をして

おりましたが、平成２８年度、平成２９

年度は休止ということで実施されてお

りませんので減額をさせていただきま

した。こちらのほうに参加される方とい

うのは三島地区に在住、在勤、在学する

小学校４年生以上の方で、一般、高校生、

中学生、小学生、一般混合の５部門に別

れて、チームで参加ということが平成２

７年の要項では書かれております。市区

町村ごとの編成というわけではござい

ませんで、三島地区におられる方で参加

されるというような内容のものでござ

います。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森川課長。 

〇森川障害福祉課長 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。 

 予算書８ページ、債務負担行為を計上

しております障害者自立支援事業の内

容と目的でございますが、居宅介護や生

活介護、行動援護など障害福祉サービス

である介護給付事業を受けるに際しま

して、障害支援区分、区分１から６がご

ざいますが、この障害支援区分の認定が

必要であり、その認定に関する事務的な

審査会業務を委託するというものであ

ります。 

 平成３０年度の上半期に、準備を進め

まして、平成３０年１０月からの委託開

始を予定しており、契約期間は平成３２

年度までの２年半と考えております。委
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託することの目的でありますけれども、

今回の委託内容は、内部事務業務であり

まして、新規申請の場合のサービス説明

でありましたり、支給決定までの流れの

説明や申請に係る窓口対応につきまし

ては、従来どおり障害福祉課職員にて対

応を行います。内部事務業務を委託する

ことによりまして、その分しっかりと窓

口での対応が可能になると考えており

ますし、またそれ以外の相談や申請に関

する窓口業務にも職員が対応できるこ

とから、窓口業務の体制強化を目的とし

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 予算書１２７ペ

ージ、所有者不明猫避妊・去勢手術費用

助成金につきまして平成３０年度の動

向の予測でございますが、同助成金につ

きましては、平成２８年度の実績は７７

件、３７万７，０００円、今年度は８７

件、４２万２，０００円で１２％程度の

増となる見込みでございます。現在も野

良猫に関する多くのご相談や問い合わ

せをいただいており、来年度につきまし

ても、今年度と同じ程度あるいは若干の

増加をするものと考えております。 

 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 予算書１３１ペ

ージ、ごみ種調査委託料でございます。 

 調査内容につきましては、二日間でパ

ッカー車１台ずつ計２台のパッカー車

が収集いたしました家庭ごみを環境セ

ンターで展開し、分別指定してる品目の

割合、可燃ごみと不燃ごみの混入ぐあい

等、詳細に分けまして、ごみの排出状況

のサンプル調査を実施するものでござ

います。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 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。 

 企業立地の関連から設備投資の支援

についてということでございます。 

 設備投資に係ります新たな固定資産

税の特例について、現在、関連法案が国

会で審議中でございます。この特例とい

いますのは、一定の要件を満たした設備

投資にかかります固定資産税をゼロか

ら２分の１にすることができるという

ものでございます。まだ、これからどう

なっていくかわかりませんけれども、摂

津市としましては、国の動きに合わせて

計画を策定していきたいと考えており

ます。 

○増永和起委員長 船寺市民活動支援

課長。 

〇船寺市民活動支援課長 補正予算第

７号の２９ページ、市民ルームフォルテ

３０１・３０３総合管理委託料、６５万

１，０００円の減額理由についてご答弁

申し上げます。 

 減額理由につきましては、旧千里丘サ

ービスコーナーの部分の減額でござい

まして、現在閉鎖していることから自動

扉の維持、警備等の委託料を減額したも

のでございます。平成３０年度も計上し

ている理由につきましては、平成３０年

度途中から利用する可能性もあること

から、予算計上しているものでございま

す。 

○増永和起委員長 大西課長。 

○大西生活支援課長 それでは生活支

援課に係りますご質問についてお答え

をさせていただきます。 
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 補正予算書４１ページの非常勤職員

等賃金の減額につきましては、全て生活

支援課分となっております。中身につき

ましては、当課で勤務していただいてお

ります非常勤職員の交通費の不要分で

３７万１，０００円を減額計上させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 村上委員。 

〇村上委員 それでは、２回目何点かだ

け質問させていただいて、要望すべきと

ころは要望という形でしていきたいな

思います。 

 まず１点目、予算書２９ページのコミ

ュニティプラザの件でございます。 

 今、コミュニティプラザの中で、きょ

うも質疑もありましたけれども、今まで

市民活動支援課が自治振興課と人員等

が統合になるという関係の中で、コミュ

ニティプラザの中で受付されている方

とか、人員がどうなるのかということで

お尋をしたいんですけどもね。要は受付

されてる方がどうなるのかというのが、

１点ともう１点は、今は市民活動支援課

というのがございますので、市の職員と

しての管理職がいてるということで、何

かあったときというか、こういう催し物

したいんだけど、どうでしょうかといっ

た相談とかいったときの判断をしてい

ただいたのではないのかなと思うんで

すけども、それが今度体制が変わること

によって、どうなるのかということで２

点目お尋ねをしたいなと思います。要は

誰か責任者の方がおられて、判断できる

方がおられますよということになるの

かということの確認なんですけどもね。

よろしくお願いをしたいなと思います。 

 日本語教室の件でございます。国際交

流協会という組織が場所が変わってい

くということになってくるのかなと思

うんですが、これまでの質疑でもあった

かと思うんですけども、確認のためなん

ですが、この国際交流協会の方の移転す

るスケジュール関係、もしわかれば教え

ていただきたいなと思います。 

 次のスポーツ推進委員の関係でござ

います。 

 予算書９９ページの件なんですが、定

数に対してあと２名足りないというか

減になってますよね、ということだと思

うんで、この辺はまた定数を定めた経緯

等もあるかと思うので、その辺はしっか

りとスポーツを推進するという観点の

中で、定数を目指してやっていっていた

だきたいなと思いますし、この男女比率

からいけば女性が４０％ぐらいという

ことでありますので、そういう意味では、

ほぼ私の感覚では男女比率これはいけ

てるのかなというふうに思いますので、

その定数の関係ですね、しっかりと取り

組んでいっていただきたいなというこ

とで、これは要望としておきたいなと思

います。 

 次のスポーツ教室の件でございます。 

 これは小さな子どもたちからしっか

りとスポーツに取り組んでいく、これは

自分の体を鍛えるということも伺えま

すし、やっぱり上下関係、横の関係そう

いった形でのスポーツ精神をしっかり

と養っていくという観点では、スポーツ

をしっかりと勧めていくということも

必要だと思いますので、これからもしっ

かりとスポーツ教室も含めて、市内のス

ポーツがさらに振興していくような取

り組みをお願いをしたいということで、

これ要望としておきたいなと思います。 
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 次の債務負担行為の件でございます。 

障害者自立支援事業ということでござ

いますけども、この業務を委託するとい

うことによって、職員の稼働が幾らかは

その分は出てくると思いますので、先ほ

ど言われたように、しっかりと窓口の対

応を充実していくとか、いうことで委託

した分の時間をしっかりと違う業務で

市民サービス向上になるような施策と

して取り組んでいっていただきたいな

と、これも要望としておきたいなと思い

ます。 

 所有者不明猫の件でございます。 

 年々若干ふえてきてるということで

ございますので、この１２％増でいけば、

ほぼ５０万円ぐらいこの平成３０年度

いくのかな思うので、そういう意味では

この次の平成３１年度に向けて、この平

成３０年度の動向をしっかりと把握し

ていただいて、また６０万円になるか７

０万円になるか、わかりませんけれども、

予算計上またしっかりと現状把握して

いただいて計上していっていただきた

いなということで、これも要望としてお

きます。 

 次の１３１ページのごみ種調査委託

料の件でございます。 

これまたしっかりとこのサンプル調査

等々していただくということでござい

ますので、しっかりと分別を進めていく

という方向でもあるかと思いますし、現

状のごみの排出量、これはしっかりと仕

分けをしていくということで、この委託

料１２８万７，０００円を予算計上され

ておりますけれども、この業務をしっか

りと次の形に生かしていくということ

が必要だと思いますので、しっかりと調

査をしていっていただきたいというこ

とで要望としておきたいなと思います。 

 次の企業立地の件でございます。 

 これ今、国の方で法案として審議をさ

れているということでございますので、

こういうことがしっかりと摂津市の中

でさらに設備投資をしていただけると

いうんですかね、そういう方向に向けて、

これまた条例等々の改正が出てくるの

かなと思いますが、しっかりと前向きに

捉えていただいて、設備投資がさらに進

めるような施策展開をしていただける

制度としていっていただきたいと、これ

も要望としておきたいなと思います。 

 次に、補正予算の件でございます。 

 このフォルテの全額の減額する理由

につきましては、理解をいたしましたの

で、これはまたしっかりと平成３０年度、

もしかのときに対応できるような体制

でお願いをしたいと思います。 

 次に文化スポーツ課の三島地区駅伝

競走大会の件でございます。 

 この２年間ほど、この駅伝はされてい

ないということでございますので、そう

いう意味ではやはり駅伝というのはさ

っきのスポーツと同じでしっかりと勧

めておくというのが必要だと思うので、

開催していただけるような何かそうい

う意見が出せるような形で、また申し述

べていっていただきたいということで、

要望としていきたいなと思います。 

 次の非常勤職員の件でございます。 

 これは生活支援課の分でいうことで

ございましたけれども、やはり当初予算

に課別で記載をしていたとするならば、

補正予算のときにも課別で表記してい

ただきたいと、私は個人的に思っており

ますので、そういう意味では、これも要

望としておきたいなと思いますので、よ
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ろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 それでは、丹羽課長。 

〇丹羽自治振興課長 それでは、自治振

興課にかかわりますご質問にご答弁さ

せていただきたいと思います。 

 まず１点目、コミュニティプラザ使用

料に関連しまして、市民活動支援課、自

治振興課の統合後のコミュニティプラ

ザでの体制ということにまずお答えさ

せていただきます。 

 体制につきましては、現在市民活動支

援課の職員はコミュニティプラザに配

置されておりますが、全て引きあげて自

治振興課、本庁のほうで一緒に業務を進

めていきたいと考えております。また受

付等についてご心配されてる部分があ

るところだと思いますけれども、コミュ

ニティプラザにつきましては、平成２２

年６月に開設いたしまして、もうすぐ８

年目になろうとしております。聞きます

ところ開館当初はやはり利用に当たり

まして、許可の有無等で混乱したときも

あったようにお聞きしておりますが、現

在月日もたちまして、事例等踏まえて一

定落ちついてきてるかなと考えており

ますのと、指定管理者に移行しましてか

ら４年たっておりますので、受付業務等

については現在指定管理者であります

施設管理公社のほうが円滑に進めてい

ただけてるというふうに理解しており

ます。 

 また、市民活動支援、コミュニティプ

ラザを利用されての相談等につきまし

ては、事業開催、これは市民団体に対し

ては、市民活動支援課の業務として今後

も継続してまいりますが、こちらの本庁

のほうで相談には対応してまいりたい

と考えておりますし、今後は先ほど市民

生活部長の方からの答弁ありましたけ

れども、コミュニティプラザに限らず、

コミュニティセンター、公民館等、協働

の推進の拠点になるように事業を進め

てまいりたいと考えております。 

 続きまして２点目、日本語教室委託料

の関係で、関連して国際交流協会の事務

所の移転のスケジュールというご質問

にご答弁させていただきます。 

 移転につきましては、現在国際交流協

会のほうと、またコミュニティプラザの

ほうと調整は進めてるところでござい

ます。ただご承知のように国際交流協会

のほうも、１１月バンダバーグ市のほう

に民間使節団を行政使節団と一緒に行

くというようなビッグプロジェクトも

待っておりますし、それが終わった以降

には、今度はバンダバーグ市の高校のほ

うからの受け入れも国際交流協会のほ

うとしては事業を予定されております。

その点も勘案しまして、今後スケジュー

ルを調整してまいりたいと思っており

ます。また、コミュニティプラザのほう

の利用状況等々も加味して、今後具体的

には決めてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解お願いいたします。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 それでは、質疑が終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５４分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第６号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し質

疑に入ります。 

 光好委員。 
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〇光好博幸委員 それでは、１点だけ質

問させていただきます。 

 予算概要でいきますと、１８０ページ

ですかね、パートタイマー等退職金共済

事業としまして、平成３０年度、１，４

３８万２，０００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、微

増ではございますけど、６０万９，００

０円増額しております。さらには平成２

８年度も見てたんですけども、それと比

較したら今度は１５５万６，０００円減

額になってるということで、この毎年増

減しているということの理由と、改めま

して平成３０年度の取り組み内容をお

聞かせいただきたいと思います。加えて

現在の加入者の加入事業所数と人数で

すか、平成２９年度からの増減も含めて

お聞かせください。 

 以上１点でございます。 

○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、ご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、予算の増減でございますけれど

も、大きな要因としましては、加入者の

増減による、掛金の収入が大きな要因で

ございます。 

 今回、予算全額としまして５８万２，

０００円増になっておりますけれども、

これらにつきましては、加入者の増とい

うことが原因となっております。加入者

の人数についてですけれども、この平成

２９年４月１日現在では、３０事業所の

１５６名でございましたけれども、その

後１者が退会、またその後１者が新たに

加入されまして、その１者が５０名加入

されました。ということで平成３０年２

月１日現在、３０事業所、２０２人とな

っておりまして、この分の加入者増によ

ります掛金収入が大きな要因となって

おります。 

○増永和起委員長 光好委員。 

〇光好博幸委員 ありがとうございま

した。予算の増減が掛金収入の増減とい

うことと、あと加入者がふえて２００人

を超してるということで理解いたしま

した。改めまして、このパートタイマー

の制度の目的をお聞かせいただきたい

のと、当該制度はご存じのように国の中

小企業退職金共済、中退共という類似の

制度もございまして、その他の制度との

違いですね、市として例えばすぐれてる

ところ、劣ってるところっていうところ

の観点も含めてお聞かせください。 

 以下でよろしくお願いします。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 このパート共

済制度の目的でございますけれども、ま

ずこのパート共済制度につきましては、

市が特定退職金共済団体となりまして、

退職金制度が不備の事業所にかわって

退職金事業を行う制度でございます。 

 あと、これと同様に国も退職金共済制

度をもっております。これは中退共が行

っておる分になりますけれども、その大

きな違いにつきましては、国制度では、

１年未満の加入者では退職金の支給が

なく、２年目でも掛金を下回る支給とな

ります。２年経過後にやっと元本並みの

支給となりますけれども、摂津市の制度

につきましては、１年目であっても元本

割れすることなく掛金を収めた月数の

退職金が支給されます。 

 掛金ですけれども、本市は２，０００

円均一となっておりますが、国の制度に

つきましては、基本５，０００円から３

万円まで１６種類、また本市と同様の短
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時間勤務者につきましては、２，０００

円、３，０００円、４，０００円の特例

掛金が選択できるわけでございます。こ

のことによりまして、在職年数によって

区分を変更することも国の制度につき

ましては、可能というふうになっており

ます。 

 あと死亡一時金につきましては、国制

度にはありませんが、市制度ではそうい

った制度もございます。 

 また、長期在会の加給金につきまして

は、本市制度については１０年以上の加

入者に対しまして、加入期間により加算

支給しております。国制度につきまして

も、同様の制度がございますけれども、

その年の運用実績により支給されない

場合もあるということでございます。ほ

かにもいろいろと制度の違いはござい

ますけれども、それぞれ制度に特色があ

りまして、一概に優劣というか甲乙つけ

るということはできません。しかし本制

度につきましては、一定加入者の立場に

立った安定した制度であるということ

は言えると思います。 

○増永和起委員長 光好委員。 

〇光好博幸委員 ありがとうございま

した。違いであったり、本市がすぐれて

いる点等々は、おおむね理解いたしまし

た。本市として制度を開始した当初、昭

和６０年だったと私の調べによるとそ

うだと思いますけども、当初は大きな目

的とか効果があったかと認識します。今

いろいろ説明いただきましたけれども、

時代の流れといいますか、国の中退共も

含めて類似制度も存在しますので、私一

応感じるのは、見直しの時期にはそろそ

ろきてるんではないかなというふうに

感じております。本市としましても、当

該制度の目的であります、いわゆる退職

者に対する給付の確実性ということが

保障されていればいいのではないかな、

と私自身は感じてます。 

 そこで副市長に改めてお聞きしたい

んですけれども、当該制度、本市として

単独の制度としてこのままいくのか、あ

るいはどのような対応をしていこうと

考えられてるのか、いろいろ今、行革と

いうことも言われてますけれども、そう

いった観点も含めまして、方向性につい

て今お考えがありましたら、お聞かせい

ただければと思います。よろしくお願い

します。 

○増永和起委員長 奥村副市長。 

〇奥村副市長 そしたら私のほうでご

答弁申し上げます。 

 パートタイマー退職金共済制度の存

続については、現時点では廃止を決める

のではなく、このような状況も踏まえな

がら、中退共への資産移管も念頭に置い

た上で、状況を見守ることにしておりま

す。 

 これ一番最初にできたときは、やはり

民間でいわゆるパートの人の退職金が

ないという現状がございました。そうい

う意味では、労働福祉の観点から本市が

手がけて先駆けてやったのが、このパー

ト共済制度でした。当時は非常に利率も

よくて、非常に掛金以上のいわゆるバッ

クがあったというふうになってるんで

すが、近年非常に低金利でそのバックの

恩恵も少なくなってまいりました。一定

の問題意識はございますが、当初の制度

設立の趣旨からして、まだまだ廃止する

段階ではないというふうには思ってお

ります。 

 以上です。 
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○増永和起委員長 光好委員。 

〇光好博幸委員 もう最後にしたいと

思います。今の気持ちをお聞きしまして、

長い目で見ますと廃止してといいます

か、国の中退共の制度に乗りかえるとい

うこともあろうかと思いますので、ぜひ

ご検討しただきますように要望とさせ

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。 

○弘豊委員 そうしましたら、私のほう

からも質問させていただきたいと思い

ます。 

 先ほどの質問、答弁の流れも聞きまし

て、今回新年度に向けては、加入者の増

ということもあって、予算も増というこ

とでした。ただ全体としては加入者の増

減、伸び悩んでるのかなということも、

これまでの議論の中ではお聞きしてる

ところなんですけれども、そんな中で先

ほども出ました例えば中小企業退職金

共済ですね、この制度に加入しておられ

る市内事業所がどれぐらいあるのかな

ということを、もし把握してたら教えて

いただきたいのと、また今後、産業振興

アクションプランを、今検証していく、

また今後実態調査なんかしていくとき

に、中小企業に働きかけもしていく可能

性があるのかなと思うんですけれども、

そこらあたりの働きかけをどのように

考えておられるのか、聞いておきたいと

思います。 

 以上２点です。 

○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、弘委

員のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、中退共への加入の事業所数でご

ざいますけれども、摂津市の企業で、ど

れだけの企業が中退共に加入されてる

かというのは、申しわけございませんが

この分は掴んでおりません。全国でいい

ましたら、３６万７，４０３事業所が２

月１日現在加入されてるということで

ございますが、摂津市に関しては掴んで

おりません。 

 今後の働きかけといいますか、進め方

につきましては、市の事業所支援制度を

まとめました便利帳など使いまして、周

知はしておるところですけれども、中に

はまだ知らないというところもあると

いうことは承知しております。今年度は

現在の中小企業の退職金制度がどうな

ってるかも含めまして、全体ではありま

せんけれども、産業振興アクションプラ

ンの検証を行う際に、アンケートをとる

予定にしておりまして、その中でこうい

ったことも聞ければ、一緒に企業にお伺

いさせていただいて、現在の退職金等の

状況も一定把握していきたいと考えて

おります。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 はい、私この制度、毎回予

算決算のたびに議論が上がってくる中

で、市内事業所で働くパート労働者の皆

さん、また非正規で不安定雇用である皆

さんの福利厚生ということも積極的に

市のほうからも働きかけていくという

点では、大事な取り組みなんじゃないの

かなと、これまでも申し上げてきたと思

うんです。またそんな中で昨年の決算の

ときには、例えば会社、中小企業そうい

うところだけじゃなくて、福祉法人とか、

保育士、それからヘルパーとか、そうい
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った働き方されてる方なんかも、これは

対象になってくるんじゃないのかとい

うふうにお伝えしたかと思うんですけ

れども、なかなかそういったところが産

業振興課で所管してると手が届きにく

い範囲なのかとも思うんですけれども、

そこらあたり、新年度、保健福祉だった

り、教育委員会だったり、そういったと

ころにも情報を投げて、こういう制度、

市内の働いている、とりわけ労働者の中

でもなかなか弱い立場にある非正規の

労働者の皆さんの福利厚生という点で

は、意義あるのではないのかというふう

なことで、そういう働きかけを考えてな

いのか、その点聞いておきたいのと、中

退共の点で、今なかなか掴めていないと

いうようなことをおっしゃいましたけ

れども、今現時点で掴まれてないという

ことですから、今後その実態を掴んでい

ただいて、両方とも重複して入っていた

だく必要もそんなにないのかなという

ことも思うんですけれども、もし入って

いないところなんかには積極的に市で

はこういうことがありますよというの

を伝えていくことも大事なのではない

のかというふうに思いますので、そこら

あたりの観点からもう一度お答えいた

だけたらと思います。 

○増永和起委員長 池上部参事。 

○池上市民生活部参事 まず、制度の周

知といいますか、特に福祉職場への周知

ということでございますけれども、福祉

職場等をターゲットにしましたといい

ますか、個別に福祉職場に対して、共済

の加入促進を行ったとかは今まで特に

しておりませんで、広く便利帳なりホー

ムページ、広報誌等を活用してこの制度

の周知をしてきたところでございます。 

 ただ、やはり福利厚生といいますか、

非正規労働者の方も安心して長く働く

ためにも、こういった退職金制度も必要

であると考えます。そのための退職金制

度でもございますので、この退職金共済

については今後も広く周知といいます

か、ＰＲしていきたいと考えております。

また関連する部署とも連携して、ＰＲを

していければというふうに思っており

ます。 

 それと、あと中退共の話も出ましたけ

れども、やはりこの市の制度、国の制度、

先ほど光好委員の質問でもお答えさせ

ていただきましたけれども、それぞれの

制度に特徴がございまして、どちらがど

うのこうのということでもございませ

んので、本当に従業員が安心して働くこ

とができますように、いずれかの退職金

制度に入っていただけるようにしてい

ければいいと思います。市のやってる制

度でございますので、当然、摂津市で、

身近でやっておりますので、市の退職金

制度のほうもＰＲしていきたいという

ふうに考えております。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。鋭

意取り組んでいただきたいと思います。 

 この場には副市長もいらっしゃいま

すので、先ほども言いましたような、例

えば保育所なり、また介護事業所なり、

そういったところについては産業振興

課と所管課が別のところでの働きかけ

というふうになってくるかと思います

ので、担当所管課のところに、ぜひぜひ

声かけなり、アプローチをお願いしたい

と、要望しておきたいと思います。 

 それから、市の外郭団体とか、とりわ

け社会福祉協議会でありますとか、そう
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いったところでも、この間やはり非正規

で働かれてる方、たくさんおられるとい

うふうに私も見てるんですけれども、そ

ういった方なんかもこの制度の対象に

なるのではないのかなとも思ったりし

てましたので、そこらあたりもぜひまた

それぞれ調べていただいて、必要であれ

ば、またそちらの事業所のほうとも確認

とっていただいて、こういうもののお勧

めもしていっていただけたらなという

ふうに、こちらのほうも要望としておき

たいと思います。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

 森西委員。 

○森西正委員 私も以前から、この件に

関しては、今弘委員もおっしゃってまし

たけども、外郭団体とか、そういうふう

なところにもというような話をさせて

いただいて、やはり市としては、中退共

があって、摂津市のパートタイマー共済

があって、選択をしてどちらかに加入を

されてるということであれば、それはそ

れでいいと思うんですけれども、どちら

にも加入をされてないというところに

は、やはり市としてパートタイマーの方

が退職されても安心ですよ、というよう

な働きかけというのは、やはり市として

は必要なのかな思ってまして、まずは把

握をされてないというところですから、

把握と、それといかに周知、ＰＲをして

いくのかというところだと思います。 

 特にこの摂津市の地域は、パートタイ

マーで職を探すには、件数が探しやすい

というふうに聞くんです。例えば大阪市

内であると、なかなかと探すの自体も難

しいというのを聞くんですね。それはや

はりこの地域に、摂津市に多くの事業所

がほかの地域に比べてあるからだと思

うんですけれども、さらにやはりこの地

域で働く方が、やはり安心して働けるよ

うに、それもパートタイマーのこの制度

の一つの趣旨だというふうには思いま

すし、多くの方が摂津市の事業所に働き

に来られる、パートタイマー共済のこの

掛金の制度があるから、パートタイマー

の方も退職をしても大丈夫ですよと、安

心ですよというような、そういう広がり

をぜひともつくっていただきたいとい

うふうに思いますので、これは要望です。

ぜひともよろしくお願いしたいという

ふうに思いますので。 

○増永和起委員長 ほかに質問ありま

せんか。 

 それでは、以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時４９分 休憩） 

（午後３時５１分 再開） 

○増永和起委員長 再開します。 

 議案第４号、議案第１２号及び議案第

２８号の審査を行います。 

 本３件のうち、議案第１２号について

は補足説明を省略し、議案第４号及び議

案第２８号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 それでは、議案第４

号平成３０年度摂津市国民健康保険特

別会計予算につきまして、補足説明をさ

せていただきます。 

 広域化に伴い、都道府県におきまして

も国保特別会計が設置されることとな

ります。都道府県が財政の責任を担い運

営を行っていくことに伴って、市町村予

算の歳入歳出科目におきましても変更

が生じております。 
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 まず歳入でございますが、１０ページ、

款１国民健康保険料、項１国民健康保険

料、目１一般被保険者国民健康保険料は、

被保険者数の減少等により、前年度に比

べ１．６％の減となっております。 

 目２退職被保険者等国民健康保険料

は、前年度に比べ８５．５％の減で、退

職被保険者等の減によるものでござい

ます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料、

目１督促手数料は、前年度に比べ１１．

１％の増となっております。 

 １２ページ、款３府支出金、項１府補

助金、目１保険給付費等交付金は、広域

化に伴う新たな科目で、これまで市町村

が直接交付を受けておりました国庫支

出金、前期高齢者交付金等が、都道府県

の国保特別会計で受け入れ後、市町村に

再分配されるものでございます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金、目

１一般会計繰入金は、前年度に比べ３４．

７％の減で、主に保険料軽減分等繰入金

の減によるものでございます。 

 目２保険基盤安定繰入金は、前年度に

比べ１．８％の減でございます。 

 １４ページ、款５諸収入、項１雑入、

目１一般被保険者第三者納付金、目２退

職被保険者等第三者納付金、目３一般被

保険者返納金、目４退職被保険者等返納

金は、過去の実績を参考に計上いたして

おります。 

 目５雑入は、現金給付の指定公費を見

込んでおります。 

 項２延滞金、加算金及び過料、目１延

滞金は、保険料にかかる延滞金でござい

ます。 

 次に歳出でございますが、１８ページ、

款１総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費は、前年度に比べ１．９％の増で

ございます。目２連合会負担金は、前年

度に比べ１５．８％の増で、保健事業等

への取り組みにかかる負担金の増によ

るものでございます。 

 目３市町村部会負担金は、前年度と同

額となっております。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費は、前年

度に比べ２．５％の減でございます。 

 ２０ページ、項３運営協議会費、目１

運営協議会費は、前年度と同額となって

おります。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１

一般被保険者療養給付費は、前年度に比

べ３．２％の減で、被保険者数の減によ

るものでございます。 

 目２退職被保険者等療養給付費は、前

年度に比べ６７．５％の減で、退職被保

険者等の減によるものでございます。 

 目３一般被保険者療養費は、前年度に

比べ９．７％の減でございます。 

 目４退職被保険者等療養費は、前年度

に比べ４３．１％の減でございます。 

 目５審査支払手数料は、前年度に比べ

１１．１％の増で、レセプト１件当たり

にかかる手数料単価の改定によるもの

でございます。 

 ２２ページ、項２高額療養費、目１一

般被保険者高額療養費は、前年度に比べ

４．１％の増でございます。 

 目２退職被保険者等高額療養費は、前

年度に比べ７８．４％の減で、退職被保

険者等の減によるものでございます。 

 目３一般被保険者高額介護合算療養

費及び目４退職被保険者等高額介護合

算療養費は、前年度と同額となっており

ます。 

 項３移送費、目１一般被保険者移送費
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及び目２退職被保険者等移送費は、前年

度と同額となっております。 

 項４出産育児諸費、目１出産育児一時

金は、前年度に比べ２０．３％の減でご

ざいます。 

 目２支払手数料は、前年度に比べ１１．

５％の減でございます。 

 ２４ページ、項５葬祭諸費、目１葬祭

費は、前年度に比べ１．８％の増でござ

います。 

 項６精神・結核医療給付費、目１精

神・結核医療給付金は、前年度に比べ０．

８％の増でございます。 

 款３国民健康保険事業費納付金は、広

域化に伴う新たな科目で、国保運営にか

かわる納付金でございます。 

 項１医療給付費分、目１一般被保険者

医療給付費分は、医療給付費分のうち一

般被保険者にかかる事業費納付金でご

ざいます。 

 目２退職被保険者等医療給付費分は、

退職被保険者等にかかる事業費納付金

でございます。 

 ２６ページ、項２後期高齢者支援金等

分、目１一般被保険者後期高齢者支援金

等分は、後期高齢者支援金等分のうち、

一般被保険者にかかる事業費納付金で

ございます。 

 目２退職被保険者等後期高齢者支援

金等分は、退職被保険者等にかかる事業

費納付金でございます。 

 項３介護納付金分、目１介護納付金分

は、介護納付金分の事業費納付金でござ

います。 

 款４共同事業拠出金、項１共同事業拠

出金、目１共同事業拠出金は、事務費に

かかる拠出金でございます。 

 ２８ページ、款５保健事業費、項１特

定健康診査等事業費、目１特定健康診査

等事業費は、前年度に比べ７．５％の減

で、特定健診対象者数の減によるもので

ございます。なお、新たな事業としまし

て、人間ドックにかかる費用への助成金

を計上いたしております。 

 項２保健事業費、目１保健衛生普及費

は、前年度に比べ４．１％の減で、主に

特定健診の未受診者対策のほか、医療費

適正化にかかる経費を計上いたしてお

ります。 

 ３０ページ、款６諸支出金、項１償還

金及び還付加算金、目１一般被保険者保

険料還付金は、前年度に比べ３．３％の

減となっております。 

 目２退職被保険者等保険料還付金は、

前年度と同額となっております。 

 款７予備費、項１予備費、目１予備費

は、前年度と同額となっております。 

 以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、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

制定の件につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。 

 本件は、国民健康保険法及び国民健康

保険法施行令の改正に伴い、本条例の一

部を改正するもので、財政運営の仕組み

の変更に伴い、基礎賦課総額等、保険料

にかかるもののほか、各運用の規定につ

きましても大阪府の共通基準とあわせ

るものでございます。 

 また、政令の改正に伴う賦課限度額及

び軽減適用の所得基準額の見直しをあ

わせて行うものでございます。 

 それでは主な改正内容につきまして

ご説明申し上げます。 

 第１２条の２は、一般被保険者にかか
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る基礎賦課総額について、運営経費とし

て市町村が納付する国民健康保険事業

費納付金及び給付費等に対して交付さ

れる国民健康保険給付費等交付金の規

定を加えるものでございます。 

 第１５条は、一般被保険者にかかる基

礎賦課額の保険料率について、所得割の

率を１００分の７．２、加入者１人当た

りにかかる均等割の額を２万４，２８０

円、１世帯当たりにかかる平等割の額を

２万６，９５８円とするものでございま

す。 

 第１５条の５は、基礎賦課限度額につ

いて、保険料の上限額を引き上げ、負担

能力に応じた負担を求めることにより、

中間所得者層への負担の緩和を図るも

のでございます。 

 第１５条の５の２は、一般被保険者に

かかる後期高齢者支援金等賦課総額に

ついて、大阪府に納付する国民健康保険

事業費納付金の規定を加えるものでご

ざいます。 

 第１５条の５の５は、一般被保険者に

かかる後期高齢者支援金等賦課額の保

険料率について、所得割の率を１００分

の２．６９、均等割の額を９，１７８円、

平等割の額を９，９７０円とするもので

ございます。 

 第１５条の６は、介護納付金賦課総額

について、大阪府に納付する国民健康保

険事業費納付金の規定を加えるもので

ございます。 

 第１５条の７は、介護納付金賦課額に

ついて、平等割を除いた２方式とするも

のでございます。 

 第１５条の９は、介護納付金賦課額の

保険料について、所得割の率を１００分

の２．３２、均等割の額を１万７，０６

２円とするものでございます。 

 第２０条は、保険料の減額について、

経済動向を踏まえ、所得の低い方が軽減

対象から外れないようにするため、軽減

判定所得の見直しを行うものでござい

ます。 

 第２５条は、保険料の減免について、

大阪府における共通基準である災害、収

入減少、拘禁、旧被扶養者を対象とする

ものでございます。 

 以上、提案内容の補足説明とさせてい

ただきます。 

○増永和起委員長 説明が終わりまし

た。 

 質疑に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 いずれも予算に関し

て質問させていただきます。全部で５点

聞きたいと思います。 

 一つ目は、平成３０年度国民健康保険

特別会計予算書の１０ページ、先ほど堤

部長からもご説明ありましたけれども、

改めまして退職被保険者等国民健康保

険料として、４１４万８，０００円計上

されておりますけれども、平成２９年度

と比較いたしますと２，４５０万円程度、

大幅に減額になっております。改めて見

込みの考え方といいますか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 ２つ目に、これ予算概要１６６ページ、

一般事務事業、レセプト点検委託料で３

４８万２，０００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

１００万円程度増額しております。以前

もお聞きしたかと思いますけど、改めて

この点検の目的と効果をどう考えてお

られるか、お聞かせください。 

 続きまして３点目、同じく１６６ペー
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ジの項２徴収費、目１賦課徴収事業とい

うことで、前も触れたかと思いますけど

も、電話催告等の業務委託料でございま

す。これも３８９万２，０００円計上さ

れておりますけれども、今までこの取り

組みによって、一定の効果が得られてい

るものと判断し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

ということと、あとなかなか催促しても

対応いただけない方もおられると察し

ますので、どの領域まで委託されてるの

か、もしお考えがありましたらお聞かせ

ください。 

 ４点目が１７２ページの特定健康診

査等事業におきまして、これも先ほど触

れられておりましたけど、人間ドックの

助成で、受診費用としまして一部助成す

るということで１８２万円計上されて

おりますので、新たな取り組みかと思い

ます。対象になる方であるとか、内容に

ついてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 最後ですけども、これまた同じく１７

２ページ、保健事業におきまして予算が

２，０２４万７，０００円計上されてお

ります。これは当該事業の柱として第２

期データヘルス計画を策定されようと

していると認識しておりますけども、改

めてこの計画の概要とか目的、あるいは

狙いといったところを可能な範囲でお

聞かせいただければと考えております。 

 以上、１回目です。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、光好委

員のご質問のうち、保健事業以外の３点

につきまして、私のほうからご答弁させ

ていただきます。 

 まず、予算書１０ページ、退職者等被

保険者の保険料の減についてでござい

ます。 

 こちらにつきましては被保険者数の

減少が要因となっておりますが、退職者

医療制度につきましては平成２０年度

の医療制度改革におきまして、制度廃止

がもう決定されております。現在におき

ましては経過措置期間となっており、平

成２０年度におきましては平均大体１，

９９２人の方が加入をしておられまし

たが、平成３０年度の見込みにおきまし

ては、前年度２００人から１３８人の減

と見込む６２人の被保険者数と見込ん

だ中で、保険料予算についても減額とさ

せていただいたものでございます。 

 続きまして、レセプト点検委託料の予

算額が１００万円アップ、それと目的と

効果のご質問でございます。 

 レセプト点検委託料のアップにつき

ましては、国保連合会の委託料単価の改

定というものが要因となっております。 

 その中で、レセプト点検の目的、効果

の部分でございますが、レセプトにつき

ましては被保険者の方が保険診療を受

けられた際の診療報酬にかかる請求明

細となっております。その請求につきま

しては、国におきまして医価や薬価など、

それぞれ点数の形で単価が定められて

おります。レセプト点検につきましては、

請求に記載されております傷病名から

検査や処置、薬など、診療の内容が妥当

であるかといった内容にかかる点検、そ

れと診療月におきまして受診された方

が国民健康保険の資格があるかどうか

といった資格点検、こういったことを行

っておりまして、適正な医療費の支払い

というものを目的としております。 

 レセプト点検の効果としましては、レ
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セプトの過誤請求や傷病名からの請求

内容の妥当性などによる請求額の減額、

いわゆる医療費の削減額というもので

申しますと、平成２８年実績では年間で

４，１３２件、４，１５３万円の削減を

いたしております。 

 続きまして、電話催告委託についてで

ございます。 

 平成３０年度の取り組み内容と委託

の範囲のご質問でございます。 

 電話催告等業務委託につきましては、

口座振替でご登録いただいてる方が、口

座振替が残高がなくて落ちなかった方、

また納付相談の上、分割納付のお約束を

いただいた方で納めていただいてない、

不履行となっている方など、主に初期の

未納・滞納の方に対して納付催告を行っ

ております。 

 委託範囲、対象者としましては、国保

年金課のほうで抽出をしまして、それを

もとに委託業者が随時架電を行う形で、

架電前には窓口に直近に来られたとか

いったことでトラブルが生じないよう

に、必ず接触がないか、システムで委託

業者も確認をした上で電話をいたして

おります。 

 また、電話がつながらない世帯につき

ましては、時間や曜日などを変更して、

数回架電するなど、接触を努めるように

しております。 

 あと、平成３０年度の取り組みとしま

しては、引き続き初期滞納者を中心とし

ました納付勧奨を実施していく中で、夜

間の窓口や土曜日の窓口などの実施時

に、現年保険料の支払いのない４月と５

月の出納閉鎖期間や、納め忘れが多い７

月、こういった期間を強化月間と定める

中で、対象者を精査し、より多くの方に

連絡がとれるように努めていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは、保

健事業にかかる部分に関しましてご答

弁申し上げます。 

 まず、人間ドック助成金についてでご

ざいます。 

 平成３０年度より大阪府への国保広

域化に伴い、大阪府国民健康保険運営方

針の共通基準として人間ドック助成が

定められたことから、本市におきまして

も被保険者のさらなる生活習慣病の予

防及び早期発見を目的として、人間ドッ

ク費用の一部助成を行います。 

 助成額は、上限を１人当たり１万３，

０００円とし、特定健診と同様に４０歳

以上の被保険者を対象としております。 

 続きまして、第２期データヘルス計画

についてご答弁申し上げます。 

 第２期データヘルス計画におきまし

ては、第１期データヘルス計画における

既存の保健事業の評価を適切に行い、本

市における現状の健康課題をレセプト

データ及び健診データを活用して把握

します。その上で、被保険者の特徴を踏

まえた保健事業を実施し、被保険者の健

康増進を図り、また医療費通知や後発医

薬品の使用促進などにより、医療費の適

正を図り、被保険者の負担を減らすなど、

保険者の役割を果たすべく、第２期デー

タヘルス計画を策定いたします。 

○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 ２回目ということで、

最初の予算書１０ページの退職被保険
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者等国民健康保険料ですかね、対象者が

減っているということ、あるいは制度の

経過措置という、廃止を伴うということ

で理解いたしました。ありがとうござい

ます。これで質問を終わらせていただき

ます。 

 ２つ目の、予算概要１６６ページのレ

セプト点検委託料ですね、請求額である

かとか、効果についてもお答えいただき

まして、出ているということで安心しま

した。引き続きよろしくお願いいたしま

す。これも理解しましたので、質問を終

わらせていただきます。 

 ３つ目ですね、１６６ページ、電話催

告等の業務につきまして、委託されてい

る領域等々、理解いたしました。これも

わかる範囲でいいんですけれども、先ほ

どと同様に、電話催告することによって

定量的にもし効果等々を把握されてお

りましたら、お聞かせいただきたいと思

います。 

 ４つ目の１７２ページの人間ドック

助成金につきまして、大阪府の共通基準

ということで考えられたということで、

４０歳以上ですかね、おおむね近隣他市

と同等なのかなというふうに理解いた

しました。それに当たりまして、予算を

計上されておりますけれども、それに当

たりまして、２回目の質問ですけれども、

対象者がどれぐらい想定されているの

か。あるいはその対象者の方々への周知

方法をお聞かせいただけたらと思いま

す。 

 最後ですかね、１７２ページの保健事

業の第２期データヘルス計画、もう少し

詳しくお聞かせいただきたかったので

すけれど、やめておきます。いいとしま

す。 

 近年、レセプトの電子化あるいは健康

データの電子化も進んできております。

そういったことで、いろいろな効果も期

待できると思いますけれども、そのあた

りについてもう少しお聞かせいただけ

ればと思います。 

 ２回目は以上です。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは２回目

のご質問、電話催告等業務委託料の効果

の部分につきまして私のほうからご答

弁させていただきます。 

 定量的な効果というところでござい

ますが、コールセンターより電話催告を

実施することで、早期に滞納者の方に対

して納付相談を実施することが可能と

なっており、先ほども申しましたが、納

付忘れの防止、納付相談の機会の確保、

納付意識の向上につながっているのだ

と考えております。具体的な実績につき

ましても、月大体１，５００件から２，

０００件のお電話をさせていただいて

おります。 

 その中で、金額的なもので申しますと、

平成２９年度は、平成３０年１月末現在

でございますが、電話での約束ではござ

いますが、年間３，０００万円の納付の

約束をいただいております。 

 結果的には電話催告による、収納額の

増加によって、最終目標であります収納

率の向上につながっていると考えてお

ります。 

○増永和起委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは、人

間ドックにかかる２回目の質問にお答

えいたします。人間ドックの対象者で、

見込み数でございますが、対象者見込み

数としましては近隣市の状況及び大阪
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府後期高齢者医療広域連合における人

間ドックの利用率がおおむね０．９％で

あることを受け、本市も同様に見込み、

人数にして１４０人程度を予算計上し

ております。 

 また、対象者への通知としましては４

月号の広報せっつでの周知を初めとし、

例年４月中旬にお送りしております特

定健診、各種健診のご案内に、人間ドッ

ク費用助成のページを設け、必要な書類

等についての詳細な情報提供を行いま

す。 

 さらに、市のホームページにおいても

同様の情報を公開する予定にしており

ます。 

 続きまして、データヘルス計画の健診

データの電子化等の効果でございます

が、第２期データヘルス計画の策定にお

いても、レセプトデータや健診データを

活用し、分析することで、本市の健康課

題、例えば、腎不全や糖尿病患者が府内

でも多い傾向にあるといったようなこ

との抽出ができております。 

 さらには、実際の保健事業の対象者を

抽出する際に、効果的な活用ができてお

ります。具体的には国保年金課の所管す

る事業で言いますと、特定健診の未受診

者の抽出、糖尿病性腎症重症化予防事業

の対象者、いわゆる腎症の疑いのある方。

尿たんぱくの有無など、こういった形で

健診結果を活用し、抽出ができておりま

す。的確な対象者抽出により、効果的な

事業展開が図れております。 

○増永和起委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 全て要望という形に

したいと思います。２回目聞いたのは、

１６６ページの電話催告でしたね。３，

０００万円程度、約束ということではご

ざいますけれども、効果が出ているとい

うことで、ある意味、経営視点で行きま

すと、費用対効果じゃないですけど、委

託料よりも大幅に効果が出ているとい

うことで、ちょっと安心しました。先ほ

どもありましたけれど、収納率向上に向

けて、引き続きご対応いただきますよう

によろしくお願いいたします。 

 それと、４番目に言った、１７２ペー

ジの人間ドック助成につきましては、い

ろいろな形で広報いただける、周知いた

だけるということで理解いたしました。

よろしくお願いいたします。ありがとう

ございます。 

 最後、５番目のやつですかね、１７２

ページ、保健事業ということで、健診デ

ータあるいはレセプトの電子化に伴う

効果について、おおむね理解いたしまし

た。ありがとうございました。本市の生

活習慣病抑制あるいは健康寿命延伸と

いうところも狙いまして、精力的に取り

組んでいただければと思います。よろし

くお願いします。 

 以上で私の質問は終わります。ありが

とうございます。 

○増永和起委員長 ほかにありません

か。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、私のほうからも

何点かお聞きしたいと思います。 

 国保特別会計にかかわっては、昨年来、

何度も大阪府への広域化にかかわって、

協議会や報告なども受けてくる中で、そ

うしたことも踏まえて、今回、会計上も

大きく、費目なども変わっています。今

回、条例の改正案も出ているということ

で、その中身についてお聞きしておきた

いと思います。予算書の分ですけれども、
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まず、１２ページ、款３府支出金ですね。

その中のとりわけ保険者努力支援分と

いうことで、３，６０４万８，０００円

という金額が記されていますけれども、

この中身と、歳入でこれは入ってきます

けれども、歳出ではどういうところに充

てられるのか確認しておきたいと思い

ます。 

 それから、同じ１２ページの款４繰入

金の中で、目１一般会計繰入金が職員給

与費等繰入金から療養給付費負担金減

額分繰入金まで、５つの費目があります。

この予算書の中では前年度と比較して

２億４５３万２，０００円減ということ

で、大幅に一般会計繰入金というような

ことが減るわけなのですけれども、それ

ぞれの費目でどういう変化になってい

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、歳出の分で、予算書１８ページ

です。項１総務管理費、目１一般管理費

の項目の中で、節１３委託料、ここには

調整交付金システム委託料、それから国

保システム改造委託料というようなこ

とで、それぞれ予算、２３万８，０００

円と、４１１万６，０００円と上がって

おりますけれども、この財源といいます

か、国なり、府なり、そういったところ

から、今回の制度改正に当たってどれだ

け手当てがされているのか、この点をお

聞きしておきたいと思います。 

 それと、もう１点、歳出のところで、

２８ページ、款５保健事業費の中で、先

ほど光好委員の質問でもございました

が、人間ドック助成金というのが新しく

入っています。今回、大阪府の統一基準

ということで人間ドック助成が行われ

ますけれども、これを受けられた方は、

特定健診のほうとの兼ね合いで、連動し

て受診したことになるのかどうか、ちょ

っとその確認の意味でお聞かせいただ

きたいと思います。 

 次に、国民健康保険条例の部分も続け

ていきたいと思うんですけれども、まず

この条例の第６条のところです。一部負

担金減免の項目なのですけれども、条例

上はとりわけ文面が変わるわけではな

いのですけれども、以前、民生常任委員

協議会の中で、この一部負担金減免の制

度についても府の制度に合わせてとい

うことを考えておられるとお聞きしま

した。６年間の経過措置の中でどう取り

組んでいくのかということについては、

これからということでお聞きしていた

かなと思うんですけれども、ここの考え

方について、平成３０年度は現行どおり

でやられるおつもりなのか、お聞きして

おきたいと思います。 

 それから、次に、第１５条のところで、

保険料率でそれぞれ条例の改正文が書

かれております。この料率については、

先日、モデルケースの、どれだけ影響が

あるのかということで資料をいただい

ているわけでありますけれども、この資

料を見てみますと、値上げになる世帯、

それから値下げになる世帯、それぞれ試

算されています。ぱっと見ると、私、今、

それぞれの世帯の値上げになる世帯の

ところに色をつけたのですけれども、と

りわけ所得の少ない世帯のところと、所

得が多いところになっているわけなん

ですけれども、中間所得のところについ

ては今回、値下げになるというふうなこ

とです。そこらあたり、これまでの摂津

市の料金体系と、今回の府の統一料金の

体系との考え方のところで、どういう違



－65－ 

いがあってというようなことを、最初に

聞いておきたいと思います。 

 それと、最後にしておきますけれども、

第２５条のところで、これは保険料減免

制度の項目になるかと思います。今回、

ここの条例の中身としましては、減免の

対象の中に、これまであった、貧困によ

り生活のための公私の扶助を受けてい

る者という、こういう項目があったわけ

ですけれども、これを削っているわけで

すけれども、そこのところの意味と、そ

れと従来の減免制度、大阪府の統一基準

というのが今回、示されているわけです

けれども、そこのところの、これも平成

３０年度はこのまま現行どおりでやら

れるのかどうかお聞きしておきたいと

思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、弘委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、予算書１２ページ、款３府支出

金、保険者努力支援分の中身でございま

す。中身につきましては、国保の財政基

盤を強化する観点から、適正かつ客観的

な指標に基づきまして、医療費適正化へ

の取り組みなど、保険者として努力を行

っていると、国の指標によって評価され

る市町村に対して交付が受けられるも

のでございます。主な評価指標としまし

ては、特定健診、保健指導の受診率、メ

タボ該当者の減少率、重症化予防、保健

事業、こういった取り組みですね。また

収納対策、そういった部分につきまして、

評価を行う形で点数化していき、それに

基づき交付金が受けられるものでござ

います。 

 この財源充当先でございますが、本来

的には健康づくりに充当すべきという

ことで、国、府は示しておりますが、激

変緩和期間の６年間におきましては、保

険料の抑制に充当してもいいというこ

とで、市町村の判断で構わないというこ

とでしたので、今回につきましては、保

険料の激減緩和として充当させていた

だいております。 

 続いて、款４繰入金の部分でございま

す。総額２億１，４３９万９，０００円

の減と、それぞれどういう内容かという

ことでございます。繰り入れの内容につ

きましては、まず国保にかかる事務費や

職員の給与費にかかる職員給与費等繰

入金でございます。これについては、職

員の給与や事務費、これの増減によって

繰り入れ額が変わるものでございます。 

 続いて、被保険者が出産した場合に支

給する出産育児一時金ですね、これの３

分の２を繰り入れる出産育児一時金繰

入金というものでございます。これにつ

きましては、出産数が減っているという

ことで、出産育児一時金の減も伴って、

繰入額が減少となっております。 

 もう１点、低所得者や高齢者の割合が

多いことなどに着目して、国保財政の健

全化及び負担の平準化のために繰り入

れる、国保財政安定化支援事業繰入金、

これは法定でございますが、ここにつき

ましては毎年係数が変動していきます。

そのため、平成２９年度の実績額で平成

３０年度は上げさせていただいており

ます。平成２９年度の実績額が前年度よ

り落ちたということで、実績に応じて繰

入額を減額させていただいたものでご

ざいます。 

 もう１点、老人医療等各種地方単独で

実施している医療費助成による給付増
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加分に対して、国の負担金が減額という、

いわゆるペナルティーが課される部分

について市独自で繰り入れている療養

給付費等負担金減額分繰入金、これも給

付費額の変動によって増減が生じてお

ります。 

 大きな部分で申しますと、法定外繰入

でございます保険料軽減分繰入金です

ね。ここが大きな減額となっております。

ここにつきましては、先ほど申しました、

府支出金等、まずそういった部分を先行

して投入させていただいております。ま

た、今までは特定健診無料化のために繰

り入れを行っておりましたが、共通基準

におきまして、無料化と決まりましたの

で、その分については繰り入れが必要な

くなったと。 

 もう１点、保険料減免に対しての繰り

入れも行っておりますが、ここについて

は一定部分が共通基準で賄われるとい

うことで、市独自の部分としての繰り入

れのみとさせていただいております。 

 最後に、保険料の抑制部分でございま

すが、ここにつきましては、今回、保険

料の改定させていただく中で、繰り返し

になりますが、府の交付金を先に投入し

ておりますので、そういった部分で減少

となって、減額させていただいておりま

す。 

 続きまして、１８ページ、調整交付金

システム及び国保システム改造委託料

の歳出に対する財源の部分でございま

す。調整交付金システムに関しましては、

これは国等への事務の報告、交付金等の

報告のための委託料になっております。

ここについては旧制度の以前からずっ

と執行していた部分でございますので、

これはあくまで事務費の一部として一

般会計繰入金のほうで財源を充ててお

ります。 

 もう一方、国保システム改造につきま

しては、高額療養費の自己負担の見直し

がございますことから、それに伴うシス

テム改造。また、保険証の統一化が１０

月の更新から行われますので、その保険

証更新のための、統一化のためのデータ

改修という、この２点がございます。こ

こにつきましては国、府のほうから財源

が賄われることとなっております。 

 続きまして、保健事業は飛ばしまして、

国保条例の一部負担金減免についての

お問いでございます。一部負担金減免に

つきましては、平成３０年度はどういう

形で行うのかというお問いでございま

す。基本的には大阪府内で共通基準が設

けられます。その中で本市においても基

本は共通基準を原則とはさせていただ

きますが、現行の制度も平成３０年度に

つきましては、引き続き同様の要件で行

ってまいります。 

 続いて、条例の第１５条、保険料率の

部分でございます。上がる世帯、下がる

世帯というところで、平均２．３％の保

険料の引き上げとさせていただいたと

ころでございますが、その中で上がる世

帯で、まず申しますと、賦課限度額の改

定ですね、この影響によりまして、所得

の高い方には一定のご負担をお願いし

なければいけないと。それ以外に所得の

１００万円以下の方が主に保険料が上

がるという形になっております。ただし

上がる世帯におきましても、あくまでも

１人世帯、２人世帯という部分の方が主

なところになっております。今回、この

ような状況になったのは、賦課割合の変

更、そもそも均等割と平等割というのが
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ございますが、多子世帯への配慮という

ところで均等割のほうの厚みを共通基

準に合わせてさせていただいたと、こう

いったところで４人世帯、３人世帯のと

ころは下がると。２００万円以上のとこ

ろにつきましては、賦課限度額を上げる

ことによりまして、中間所得者層への配

慮ができたという形での改定となって

おります。 

 最後に、２５条の保険料減免の部分で

ございます。今回、保険料の減免につき

ましても、代表質問のほうでご答弁させ

ていただきましたとおり、共通基準をま

ず原則とはさせていただきますが、一定、

激変緩和はさせていただくということ

になっております。その中で、今回削除

させていただいた部分につきましては、

生活保護の対象となった方に対しまし

て、減免をこれまでしておりましたが、

生活保護の方につきましては、基本は国

保を脱退という形になりますので、保険

料は請求が行かないという状況になっ

ています。やめられて、その月だけ若干、

月割りとして残る部分がございます。そ

ういった部分に対して減免をさせてい

ただいておりましたが、今後は執行停止

等で対応はしていこうと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○増永和起委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは、弘

委員の人間ドック助成にかかる質問に

お答えします。人間ドック助成ですが、

今回の人間ドック助成におきましては、

特定健診項目を満たしていることが本

市の条件として考えております。その要

件を満たしている検査結果の提出によ

り、市町村国保は特定健診の受診者とし

て扱うことができ、受診率の向上と被保

険者の健康増進が図られることになっ

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、２回目の質

問をさせていただきたいと思います。最

初に、保険者努力支援分ということで、

その中身についてお聞きしました。今回、

保険料抑制に充てるということで、３，

６０４万８，０００円ということで、し

っかりこれで保険料を引き下げてほし

いと、思いとしては思うわけなのですけ

れども、それとあわせて一般会計の繰り

入れですよね、法定外の繰り入れという

ことで、保険料軽減分等繰入金というよ

うなことでの９，９５５万９，０００円

と、こういう数字が上がっていますよと

いうようなことをご説明いただきまし

た。 

 主に、この２つの歳入の部分が保険料

軽減に充てられるのかなというふうに

思うわけですけれども、ただ、これを入

れても値上げになる方が大勢いらっし

ゃるということです。そこらあたり、ど

のようにお考えになっているのか、２回

目、聞いておきたいと思います。 

 それから、歳出の点で、委託料の点で、

調整交付金システム委託料は従来どお

りというようなことであります。国保シ

ステム改造委託料という点でも、これは

国、府からの財源、府の補助金の中でこ

れが手当てされているのかなと思うの

ですけれども、確認のために、これは全

額入っているのかどうか。以前、府から

のシステム改造の補助金がこれだけし

か入ってこないのかなみたいなことを

聞いたこともあったかと思うのですけ

れども、これは全額入っているのか。 
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 また、経過措置で６年間、何期にも分

けていろいろとシステムの中身もいじ

っていかないといけないのかなと思う

のですけれども、そこらあたり、大阪府

とはどういうふうな確認がとれている

のか聞いておきたいと思います。 

 それと、もう１点の歳出の人間ドック

助成金にかかわっては、今のご答弁で、

特定健診の受診者数にも換算していく

というようなことで理解しました。結構

です。 

 次に、条例にかかわってなのですけれ

ども、条例の中で３点、１点目の一部負

担金減免の制度にかかわっては、平成３

０年度、当面は共通基準で大阪府が出し

ている基準、これを優先しつつ、現行の

減免制度も利用できるようにというこ

とでご説明がありました。では。共通基

準で減免される方、そこから漏れる方と

いうのがどういう方なのかということ

です。減免制度についても大枠で結構で

すので、ご説明いただきたいというふう

に思います。 

 それから、保険料にかかわってです。

おっしゃったように、低所得の方、１人、

世帯、２人世帯のところで多くの方が保

険料としては引き上げになるわけです。

所得の高い世帯のところで、保険料が上

がってしまう部分については、これは賦

課限度額の引き上げでというようなこ

とで、その点は理解できるのですけれど

も、低所得のところが今回値上げになる

というふうなあたりが、これまで摂津市

としては低所得世帯のところに配慮し

て、そこのところは低く抑えようという

ことでやってきたんじゃないのかなと

思うんです。それが今回こういう試算が

出ていることを、大変残念に思うのです

けれども、そこらあたりの考えと、それ

からやっぱり国保世帯といいましたら、

年金暮らしの高齢者が結構な割合でい

らっしゃると、私は理解しているのです。

そういった中で、とりわけ低所得の方が

多い国保制度の中での特徴なわけです

よね。そういった意味からしましたら、

一体今回、値上げになる層というのは、

おおよそでいいので何割ぐらいの方が

値上げになるのか。また、逆に値下げに

なる方が何割ぐらいなのかということ

で、そこのところをお聞きしておきたい

と思います。 

 ３点目の摂津市独自の減免制度、そこ

にかかわっての分なのですけれども、条

例の文言にかかわっては、貧困による生

活ための公私の扶助を受けている者と、

この文言が削られても、これまでどおり

で生活保護を受けられる方などに関し

ては影響が出ないようにしていきます

ということで、これはしっかりとその扱

いをしていただきたいと念を押してお

きたいと思います。それとあわせて、摂

津市の制度の中にある減免、保険料減免

の制度、これも大阪府の基準というのが、

今回は前年と比べて所得がぐっと落ち

込む、３割以上所得が減る方に対しての

減免ということに限られていて、これま

での摂津市の条例の施行規則にある、摂

津市の減免はとりわけ低所得の方に配

慮した、そういう制度がございますけれ

ども、これにかかわっても、当面は両方

とも取り組まれると、さきの答弁ではお

聞きしたかと思うのですけれども、この

中身もできたら紹介してもらえたらな

と思います。よろしくお願いします。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、２回目
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のご質問にご答弁させていただきます。

府の保険料の値上げになる方というと

ころのご質問でございます。今年度、平

成３０年度改定に当たりましては、激変

緩和の終了となる６年後の統一保険料

率、ここを到達点とした中で、その間の

医療費や後期高齢者の増加に伴う支援

金の増なども見据えると、やはり保険料

の改定は避けられない状況であると考

えております。 

 今回、新たな国保制度による保険料の

水準が明らかになった中で、やはり据え

置きを続けるのは将来の保険料負担、６

年後の保険料負担の急増を招くおそれ

があると考えております。 

 その上で、平成３０年度の保険料の設

定におきましては、法定外を入れない場

合のあるべき保険料とした場合、平成２

９年度から約１０．３％の引き上げが必

要となってまいります。その中で、先ほ

ど申しましたが、多子世帯への配慮を目

的とした賦課割合の見直しや、中間所得

者層への負担の緩和を目的とした限度

額の改定、こういったものを行う中で２．

３％、最小限の引き上げとさせていただ

いたものと考えております。 

 続きまして、システム改修の財源が入

るのかという部分でございます。基本的

に国の法律等による改修につきまして

は、国のほうで、上限額がございますが、

一定、全額入ると考えております。また、

府との調整という部分でございますが、

国の改正ではなくても、府の共通基準に

おいて変えなければいけないというよ

うな部分につきましても、先ほどの保険

証の更新といった部分でございますが、

こちらにつきましては府のほうから財

源が補填されるという形になっており

ます。今後も府の基準に合わせる場合に

おいては府のほうから財源が補填され

るものと考えております。 

 続きまして、一部負担金減免の共通か

ら外れる方といった部分のご質問でご

ざいます。代表質問の答弁の繰り返しに

なるかもしれないですが、府の共通基準

でございますが、一部負担金減免につき

ましては、本市と同じく、収入減少を理

由とする場合、生活保護基準をもとに適

用判断しております。しかしながら、生

活保護基準の算定方法や預貯金等の確

認、状況など、こういった部分が府とは

異なる部分と考えております。 

 その中でどの程度の方が外れるかと

いうのは、少し試算としては、現状のデ

ータからは難しい状況ではございます。

今後、並行して実施していく中で、影響

等は検証していきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、保険料の低所得の方が値

上げになるというご指摘でございます。

今回、保険料改定につきましては、中間

所得者層の方々につきましては保険料

の引き下げとなっております。基本的に

保険料、平均２．３％という引き上げは

お願いしているところではございます。

今回、賦課割合の変更といった部分で、

少し上がる世帯、下がる世帯、ばらつき

が出てまいります。今後、賦課割合の変

更はもう今年度限りとなりますので、次

年度以降は、こういったばらつきは余り

出てこないと考えております。その中で、

低所得の方についてでございますが、ま

ず今回の国保の制度改正を実施するに

当たりまして、国におきましては、最初

に行われたのが低所得者軽減の拡充で

ございます。広域化の前の平成２６年度
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に低所得の方の軽減拡充ということが

実施されております。その上で今後、全

体的な保険料が平均的に上がるような

形になってきている状況ではございま

すが、今年度に関しましては賦課割合の

影響で、少しばらつきが出ているという

状況でございます。 

 続きまして、保険料減免の基準でござ

います。保険料の減免につきましては、

先ほど申されたように、国民健康保険、

現在の摂津市の判断としましては、一部

負担金減免と同じく、生活保護基準をも

とに判定しております。しかしながら、

共通基準におきましては、前年度所得を

もって保険料算定しているということ

から、所得の減少率を基準に減免の判断

をすると。そのため、減少率が少ない方

につきましては、共通基準から外れてし

まうと。 

 逆に減少率は高くても、生活保護基準

を、収入が超えてしまっている方は、摂

津市では減免外で受けれなかったと。そ

ういった部分で申しますと、共通基準に

よって新たに適用となる方もおられま

す。逆に外れる方も出てまいります。外

れる方につきましては激変緩和におい

て、こちらのほうで一定共通基準との整

合性を合わす中で対象として適用する

ように実施していくという考えでござ

います。以上でございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今の答弁の説明をお聞き

して、府のいろいろ制度の改定に合わせ

ていかないけないということを思われ

てるということですけれども、この６年、

当面平成３６年度までは市が保険者と

してやっぱり主体として、市民にとって

の命と健康を守る、責任を果たすという

点では、必ずしも大阪府に右へ倣えでし

なければならないことではないという

ふうに代表質問の中でも申し上げたこ

とかというふうに思うんですけれども、

そんな中で保険料料率のところで、今ど

れだけの方が数字的に値上げになるの

かということについては、特にお答えが

今なかったかと思うんですけれども、お

よそ６割、７割の方がこれは値上げにな

るわけですよね。それも中間所得よりも

低所得の方が中心に、今回値上げになる

という試算が出てるわけでね、そこのと

ころはやっぱりもっと市が繰入額をふ

やすことで抑制できるんじゃないのか

と私思うわけなんです。 

 今回保険料軽減分の繰入金というこ

とで、法定外の繰り入れは前年と比べて

も大きく減らしてますよね。その財政措

置として府からくる分があるからとい

うこともおっしゃられてると思うんで

すけれども、国・府からきてる分は保険

者努力支援分と、それから府の繰入金で

すよね。そこのところがあるんですけれ

ども、仮に今、低所得の方たちが保険料

値上げせず据え置きというようなこと

で考えたら、どれくらいの費用でそれが

抑制できるのか、そういった試算ができ

ないのかなと思うんですけれども、そこ

らを教えていただきたいと思います。 

 それと、減免の制度にかかわっては、

一部負担金減免のところで、府の制度と

今の摂津市の制度で大きく違うのは、資

産要件にかかわって、預貯金を持ってい

らっしゃると、それが一定の額だったら

受けられないということに大阪府の制

度はなるんじゃないのかなと思うんで

すよ。 

 摂津市の制度は申請する際に、そこの
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資産チェックみたいなことはない、収入

が生活保護基準に対しての割合で、今の

生活実態ですよね。そういったところに

合わせてなるというふうに認識してる

んですけれども、これは例えば国保加入

者の中では自営業者の方が、一定いらっ

しゃると思うんですよ。そういった方た

ちって預貯金がないなんていうことは

まずあり得ないと思うんです。一定商売

やっていく中でやりくりする中では、借

金もあり、預貯金も一定ありという、そ

ういう方が本当に生活苦しい中でご病

気されたときに、この一部負担金減免を

使えなくて、じゃあ医療費どうしようか

と思ったときに借金せざるを得ないと

か、そういうふうなことにならざるを得

ないのかなと考えたりもするんですけ

れども、そこらあたりの点は今回は当面、

摂津市の制度も使えますよというふう

な両立できる中でカバーできるのかど

うか、そこのところお考えを聞いておき

たいと思います。 

 もう一つの保険料減免の制度にかか

わってなんですけども、ここでも大阪府

の統一基準でいったら収入の激減です

よね、そういったところに対しては助成

がされるということなんだけれども、果

たしてどれくらいの人が年間そんなに

激減するのかなということを思えば、今

摂津市の場合の低所得の方の減免でや

られてる方、数もできたら紹介してもら

えたらいいなと思うんですけれども、今

利用されてる数と、そこらあたりの見込

みですね、お聞きしておきたいと思うん

ですが、よろしくお願いします。 

○増永和起委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは３回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど割合のところが抜けておりま

した。委員がおっしゃるとおり大体、６

０％から６５％の方が保険料が上がる

割合となっております。その中で据え置

きの財源がどれくらい必要かというお

問いでございます。 

 もし１人当たりの保険料を仮に平成

２９年度と同じ額とする場合では、全体

であと４，１５０万円くらいが必要にな

ってくると見込まれております。 

 続いて、一部負担金減免の資産要件の

ご質問でございます。 

 共通基準では委員がおっしゃるとお

り、資産が、生活保護基準１１０％を乗

じた額の３か月以下であることが要件

となっております。 

 ただ、この資産の確認方法等につきま

しては、まだ具体的な方法等は府からは

示されておりません。そのため、どこま

での範囲を判断するのかというところ

はまだ明確には現時点でお答えはでき

ませんが、おっしゃるように自営業の方

で貯金がないということはないであろ

うと。当然ながら事業の収入につきまし

ては当然対象外と判断すべきものとは

考えておりますので、もう少し共通基準

がどのようなものかは見ていきたいと

思います。 

 ただ、この対象外となったとしても、

摂津市の現状の基準で当てはまる方に

ついては、激変緩和として対応はしてま

いります。 

 続いて保険料の収入減の、保険料減免

のほうでございます。収入減少で現在ど

れくらいの対象者が適用になってるか

ということでございます。 

 平成２８年度決算で申しますと、３２

２件が減免の適用件数となっておりま
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す。ちなみに平成２９年度１月末で申し

ますと２２３件の適用となっておりま

す。以上でございます。 

○増永和起委員長 弘委員。 

○弘豊委員 繰り返しになるとあれな

のですが、要望もしておきたいと思うん

ですけれども、保険料にかかわっては、

一定府の統一基準に今年度すぐに横並

びにせずに、一定緩和ということで言わ

れてるんですけれども、制度としての繰

り入れとかが府からもある中で、例えば

となりの吹田市とか高槻市とかは値上

げせずに据え置くと、およそ７割から８

割の方が今回引き下げになってるとい

うふうなこともこの北摂各市の中で、情

報交換する中ではお聞きしてます。 

 そういったことでいったら、今言われ

たみたいに、もうあと４，０００万円ほ

どつぎ込めば値上げせずにいけるとい

うのであれば、とりわけ今回の値上げの

部分の低所得者層が上がらないという

ふうな、そういう配慮がどうしてできな

いのかなと思うので、そこのところはち

ょっと考え直していただきたいなとい

うふうに思います。 

 あと、減免制度にかかわってですけれ

ども、一部負担減免の関係では、先ほど

来、これまでの対象であった方が漏れる

ことのないようにということで考える

っておっしゃいました。 

 ただ、やっぱり資産要件というのが入

ることの中で、そこでハードルは高くな

るんだっていうことで、受けたくても受

けれないっていう人がそこで出てこな

いように、そうするにはそこの要件を省

くっていうことができないのかなって

いうふうなことを思うわけでございま

す。ぜひそこのところを見直していただ

きたいと、３年間猶予があるということ

ですし、今回条例でそれが記入されるわ

けではなくて、施行規則ということでこ

れから検討ができると私は思いますの

で、お願いをしておきたいと思います。

もう一つの保険料減免にかかわっても

施行規則でさわる部分であります。 

 ことし、昨年、大体２００世帯、３０

０世帯というようなことで、それなりに

多くの方たちが、やっぱり生活苦しい中

で減免申し出て、それで受けれてるわけ

ですよね。それがやっぱり仮に対象から

外れることになったときには、そこの暮

らしがやっぱり脅かされるということ

でありますから、大阪府の基準がどれく

らいの方に適用されるのかということ

はまだその年でないとわからない部分

もあるかというふうに、景気の動向とか

で、前みたいにリーマンショックみたい

なときにどんと失業者があふれるみた

いな、そういったときにはそういう制度

というのはすごく助かると思うんです

けれども、やっぱりこの間の本当に市民

の暮らしの困窮度というか、貧困みたい

なことが社会問題になってる中での今

の時点ですので、今の国保の世帯の方た

ちが生活が成り立たないっていって生

活保護にいってしまうというのは、そう

いうことに、ある意味しないために、と

いうことも考えなければならないのか

なと感じています。ぜひそこらあたりの

規則の点で、どういうふうに考えていく

のか、今回議案の中にはそのことは出て

ませんので、規則のところについても、

今後また委員会の中で新年度こういう

ふうになりますというようなこと、示し

ていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。以上です。 
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○増永和起委員長 弘委員の質疑が終

わりました。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○増永和起委員長 暫時休憩いたしま

す。 

（午後５時６分 休憩） 

（午後５時７分 再開） 

○増永和起委員長 では再開します。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。 

（午後５時８分 散会） 
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