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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和３年６月１１日（金） 午前１０時    開会 

               午前１０時３０分 閉会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡 辺 慎 吾  副委員長 福 住 礼 子   委  員 水 谷  毅  

  委  員 増 永 和 起 委  員 香 川 良 平   委  員 光 好 博 幸 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 森山一正   副市長 奥村良夫  

生活環境部長 松方和彦  同部参事兼産業振興課長 吉田量治 

同部参事兼自治振興課長 丹羽和人   市民課長 森口雅志 

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局長 牛渡長子  同局書記 織田裕太 

 

１．審査案件 

議案第３８号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所管分 

議案第４０号 摂津市個人情報保護条例等の一部を改正する条例制定の件所管分 

      （第１条及び第２条以外に関する部分） 
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（午前１０時 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 本日は、お忙しい中、民生常

任委員会をお持ちいただきまして、大変あ

りがとうございます。 

 本日の案件は、昨日の本会議で当委員会

に付託されました案件についてご審査を

賜りますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決

いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、水谷委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しております案のとおり行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第３８号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 それでは、質問させてい

ただきます。１点だけでございます。 

 補正予算書第６号の１２ページ、商工振

興費、ビジネスサポートセンター業務委託

料、補正１６１万５，０００円についてお

聞きしたいというふうに思います。 

 当初予算では２３６万１，０００円計上

されていまして、大幅な増額ということな

んですけど、この中身についてお伺いした

いと思います。お願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、香川委

員のご質問について、お答えさせていただ

きます。 

 増額の理由でございますが、ビジネスサ

ポートセンターは、４月６日から週１回火

曜日に開設しておりまして、相談の枠とし

まして、午前１回、午後２回の３枠で相談

枠を設けております。 

 直近の６月８日までで１０日の開所日

のうち、２９件の相談を既に受けていると

いうことで、１件は、当日キャンセルがあ

ったということで、全ての相談枠が埋まっ

ている状況となっております。既に１か月

先の７月１３日でないと次の予約が取れ

ないような現状でございまして、非常に盛

況な状況ということもございまして、新た

に週１回から２回に相談の利用をふやさ

せていただくということで、今回、急遽６

月に補正をさせていただいた状況でござ

います。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 内容について理解いた

しました。 

 週１回から週２回にふえたということ

で、１か月先まで予約が埋まっているとい

うことでございます。市内事業者の方にと

っては、無料で相談等ができるこのビジネ

スサポートセンターは大変いいことだと

いうふうに思いますので、継続していって

いただきたいなというふうに思います。 

 相談される内容なんかどんな感じなん

かなって気になりまして、分かるようでし

たら、そこも教えていただきたいなと思い

ます。 
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○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、香川委

員の２回目のご質問について、お答えさせ

ていただきます。 

 この３か月弱の間の相談の内容でござ

いますが、やはりアフターコロナの対応を

やっぱり考えられている事業者の方が多

く見られます。対面型にならないような販

売促進の支援だとか、一例ですが、例えば

ウエブとかＳＮＳでの対応、あと新たに自

社製品の商品開発の支援、ホームページの

作成や改良などを一緒に相談に乗ってい

くというような内容で、非常に幅広い業種

の方がご相談いただいておる状況でござ

います。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 理解いたしました。 

 いい取り組みだというふうに思います

ので、今後も継続して取り組みを行ってい

ただくようにお願いをいたします。 

 質問は以上です。 

○渡辺慎吾委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 私のほうからも商工振

興費のビジネスサポートセンター業務委

託料について、質問させていただこうと思

いましたけども、香川委員のほうからも質

問がありましたんで、意見、要望という形

でさせていただきたいと思います。 

 このビジネスサポートセンター、自民

党・市民の会としましても、いろいろと要

望もさせていただきながら、推奨もさせて

いただきました。お話を聞いていますと、

予想以上に反響があるといいますか、相談

件数が多いということで、非常に喜ばしい

ことかなというふうに思っております。 

 摂津市オリジナルのビジネスサポート

センターということで、商工会との連携

等々すごく強められているというふうに

思いますので、ぜひこれからも連携してい

っていただきたいですし、コロナ禍という

ことで相談件数も多いかと思いますけれ

ども、中小企業のほかの支援策等々とも連

携、連動させながら、ぜひやっていってい

ただきたいなと思いますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。意見とさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、補正予算書の

１２ページの文化振興費、利用料等負担金、

この中身について教えていただきたいと

思います。 

 次に、商工振興費、ビジネスサポートセ

ンター業務委託料、中身については、今も

議論がありましたので、背景といいますか、

新型コロナウイルス感染症の関係でとい

うことでお話がありました。やはり今非常

に中小業者の皆さん、特にコロナ禍の最中

で非常に厳しい経営状況になっているん

じゃないかなということを心配しており

ます。いろいろと休業の要請が出ていると

ころ、飲食店なんかでも申請をしても支援

金がまだ届いていないというような声を

たくさん聞いておりまして、摂津市もそう

いう支援金制度、摂津市独自の上乗せ分と

いうのも作っているわけですけれども、国

がそんなに遅れていては、摂津市の分も申

請できないんじゃないかなとか、普通にコ

ロナ禍の中で皆さん苦しんでいるという

のを恐らくいろいろと聞いておられると

思いますので、そういう状況をぜひ聞かせ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 丹羽部参事。 

○丹羽生活環境部参事 それでは、補正予
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算書１２ページ、文化振興費、利用料金等

負担金の補正予算の内容について、ご答弁

させていただきます。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止を目

的とした蔓延防止重点措置に基づく、大阪

府全域における不要不急の外出、移動の自

粛要請により、４月８日から新型コロナウ

イルス感染拡大防止を理由とするキャン

セルは全額還付等させていただいており

ます。 

 また、４月９日からは、営業時間の短縮

要請により、夜間の貸し館を停止してござ

います。 

 また、国の緊急事態宣言を受けて、大阪

府において緊急事態措置が取られたため、

４月２５日から施設の貸し室を停止して

おり、その後、２度の緊急事態宣言期間の

延長を行い、６月２０日まで貸し室を停止

しております。 

 フォルテ摂津及び正雀市民ルームにつ

きましては、利用料金制度を導入し、指定

管理者で運営を行っているところでござ

います。したがいまして、指定管理料の設

定の際には、施設の利用料金を見込んで積

算しておりましたが、貸し室停止、利用料

金収入が見込めないため、過去３年間の実

績を参考にご負担させていただくもので

ございます。 

 予算要求させていただいております３

７７万４，０００円の内訳につきましては、

フォルテ摂津のほうが１５８万１，０００

円、正雀市民ルームが２１９万３，０００

円となっております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 吉田部参事。 

○吉田生活環境部参事 それでは、増永委

員のご質問について、お答えさせていただ

きます。 

 １点目の相談の背景でございますが、や

はり新型コロナウイルス感染症の長期化

が十分考えられるということで、従来の下

請けのみではなくて、自社製品の製造開発

の相談、あと業態に関しての相談、変化に

ついての相談、コロナ禍に対応するような

販売促進などが、やはり相談件数の増加に

つながっておると分析しております。特に

大阪府の場合、４月２５日からの緊急事態

宣言が発令されておりまして、市内の事業

者の方々にとっては、ウイズコロナをどの

ように対応していくのかということが非

常に求められた結果ではないのかなと。そ

れで相談事業として、いいタイミングとい

ったらなんですけれども、開設できたとい

うことは非常によかったのではないかと

思っております。 

 ２点目の市内の事業者の方々のこうい

う感染状況の中での状況でございます。な

かなか詳しい状況というのは把握しづら

い部分もございますけれども、やはり業種

だけではなくて、業種の中にも元請けのと

ころが回復しておると非常によかったり、

なかなか元請けのところが厳しいと、同じ

業種でも厳しかったりというようなお話

をお聞きしたり、一部業界によっては、非

常にまだまだ厳しい状況、飲食店が代表さ

れますけれども、業態があるというような

お話は聞いておる状況です。 

 セーフティーネットのほうでいいます

と、やはり３月末までは、国は市内の金融

機関等の貸し出しもよかったので、非常に

貸し出し数が多かったんですけれども、４

月以降、政府系の金融機関だけにセーフテ

ィーネットの対象が変わりましたので、や

はり件数は少なくなっております。ただ、

直近ですね。昨日現在で１，９８６件とい

うことで、やはり多くがこの１年以内の間
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に借りられておる状況ということはござ

います。 

 あと、ビジネスサポートセンターもござ

いまして、相談の中身なんかも、見させて

いただいていますので、そういう状況でコ

ロナ禍の市内事業者の把握とかをさせて

いただいております。 

 あと、増永委員がおっしゃっていたのは、

多分大阪府の協力金の部分が非常に遅れ

ておるということかと思いまして、国の一

時支援金等は、ひと月以内に給付されてお

ります。それに沿って、支援金は交付させ

ていただいております。できるだけ事務的

に支障がないような形で給付させていた

だいておりますので、１か月はかからずに

事業者の方には、届いておるというような

現状でございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目です。 

 フォルテ摂津、正雀市民ルーム、貸し室

ができない状況になっていることで補て

んをするということだと思うんですけれ

ども、やはりこうやって長期間になってき

ますと、ここで働いてはる皆さんが生活保

障をちゃんとされているのかというのが

非常に心配になってきますので、その辺も

ぜひしっかりと目を配っていただきたい

と思いますので、要望としておきます。 

 それから、ビジネスサポートセンターで

すけれども、やはり非常に皆さん、厳しい

中で、何とか商売を続けたいという思いで

頑張っておられるということだと思いま

す。 

 非常に遅れているというのは大阪府の

要請協力金費用です。これについて、ぜひ

市からも、摂津市の業者がみんな困ってい

るわけですから、声を上げて、早くしてほ

しいということを訴えていただきたいと

いうふうに要望としておきます。国のほう

もそんなにスムーズではなさそうだとい

うのは聞いておりまして、お金のほうは先

に入ってくるんだけど、決定通知が遅れて

いるみたいなことを聞いたりもしていま

す。その決定通知がまだ来ていないので、

市のほうに申請をしたいんだけどできて

いないとかっていうようなお話も聞いて

いますので、それもやはりスムーズな早い

事務処理をしていただけるようにぜひお

願いしたいと思います。 

建築業は、今本当に仕事が止まってしま

って、全く入ってこないというようなこと

もよく聞いておりますので、建築業にかか

わらず、いろんな摂津市の商業者の皆さん

の状況をしっかり把握していただいて、さ

らなる対策を要望しておきます。 

 以上で私の質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、１点要望させて

いただきたいと思います。ビジネスサポー

トセンターの業務委託料の件です。 

 先ほどから、いろいろご答弁いただいて

いるわけなんですけども、摂津市は４，０

００万円近くの費用がありまして、このビ

ジネスサポートセンターを活用している

方もたくさんいらっしゃることでお聞き

しています。他市と比べて摂津市のいいと

ころというのは、普通でしたら相談内容に

よってご案内だけさせていただくという

ケースも多いみたいですけど、それを一手

に引き受けるというか、いわゆるワンスト

ップでご相談ができるというのがすばら

しい点であるというふうに利用者からも

聞いておりまして、その点については、大

変に評価をさせていただきたいというふ

うに思います。 
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 一方、もっと利用したいという方もたく

さんいらっしゃるということですので、今

後予算のほうも検討していただいて、産業

都市である摂津市という特徴の中で、もっ

ともっとそういうのを活用していってい

ただきたいなというふうに思います。特に

コロナ禍でもありますし、今後どうしてい

くのかとか、新しい事業を考えている方も

たくさんおられると思いますので、さらな

る充実をお願いしたいというふうに思い

ます。 

 あと１点、摂津市の場合、小企業の占め

る割合が多い状態です。いわゆる現場で作

業しながら経営をしているという方も多

くいらっしゃいますので、場合によったら、

オンラインでも対応できるような、わざわ

ざそこに行かなくても相談できるような

体制も含めて、充実をお願いしたいことを

要望して、終わります。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１７分 休憩） 

（午前１０時１９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 議案第４０号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 この条例の改正は、マイ

ナンバーカードの料金の問題に係ってい

ると思うんですけど、まずは中身について

説明をいただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 森口課長。 

○森口市民課長 そうしましたら、増永委

員のご質問にお答えさせていただきます。 

 今回の条例改正の内容なんですけれど

も、現在、マイナンバーカードの再交付手

数料は市の条例に基づいて徴収をしてお

ります。このたび、国がデジタル庁を新設

することになり、関係法令の整備を行う中

で、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律、通称

マイナンバー法になるんですけれども、こ

ちらが一部改正をされまして、マイナンバ

ーカードの発行主体が地方公共団体情報

システム機構、通称Ｊ－ＬＩＳになると明

確化をされました。それによりマイナンバ

ーカードの発行にかかる手数料の徴収事

務につきましては、Ｊ－ＬＩＳから市町村

長に委託することができるという規定が

盛り込まれました。 

 今後は、再発行手数料については、Ｊ－

ＬＩＳとの委託契約に基づき徴収するこ

とになるため、条例の規定が不要となり、

該当箇所を削除するものです。 

○渡辺慎吾委員長 増永委員。 

○増永和起委員 マイナンバーカードで

すけれども、申請件数、交付数、現在分か

るところで結構ですので、教えていただき

たいと思います。率も一緒に教えてくださ

い。 

 マイナンバーのカードは、一定たったら

廃棄をするというふうに聞いているんで

すけれども、この数字についても教えてい

ただきたいと思います。 

 マイナンバーカードが申請されて、交付

をされて届くまでの期間というのもある

と思うんですが、窓口に置いておいて、来

はるまで待っているという状態もあると

思います。留め置きと廃棄、その数を教え

ていただきたいなと思います。 

 今、再交付に関しての料金だと思います
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ので、再交付が今どれぐらいあるのかとい

うことについても教えていただきたいと

思います。 

 もう一つ、マイナンバーカードを一定期

間をたっても取りに来られないときは廃

棄するわけですけれども、この後にその申

請者の方が来られて、欲しいと言ったら、

もう廃棄しましたという話になると思う

んですけど、これを再交付するということ

になると、そのときは、こういう再交付料

金が発生するのかどうか、普通は更新のと

きとかは再交付じゃないので、料金が発生

ということはないと思うんですけれども、

そういう場合は、本人の落ち度だというこ

とで再交付になるのか、お金が発生するの

か、そこについても教えていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 森口課長。 

○森口市民課長 そうしましたら、増永委

員の２回目のご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 まず、マイナンバーカードの申請件数、

交付件数、それからそれぞれの率でござい

ますけれども、５月３１日時点の速報値に

はなりますけれども、申請件数が４万２，

０７１件、申請率は４８．５８％、交付件

数につきましては、３万３，６４６件、交

付率は３８．８６％でございます。 

 続きまして、マイナンバーカードの廃棄

の状況でございますけれども、令和元年度

に２２４枚、そして、昨年度は２３３枚、

合計いたしまして、４５７枚を廃棄してお

ります。 

 そして、現在のマイナンバーカードの留

め置き件数でございますけれども、こちら

は、一昨日、６月９日時点にはなりますけ

れども、現在、我々のところに２，２５０

枚のカードが留め置きをされている状況

でございます。 

 再交付の状況につきましてでございま

すけれども、マイナンバーカードの再交付

につきましては、令和元年度は１１３件、

令和２年度は１４１件、再交付をしており

ます。 

 また、廃棄処理した後にご本人が、やは

りマイナンバーカードが欲しいというこ

とで申請をした場合の手数料につきまし

てですが、廃棄をしたということで、まだ

ご本人には交付されていないという状況

になりますので、再交付に当たらないため、

こちらにつきましては、無料で申請が可能

でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 増永委員。 

○増永和起委員 申請率が高くなってき

ているというお話やと思うんですけれど

も、今デジタル庁が進められている中に、

このマイナンバーカードの推進というの

は入っていて、健康保険証とひも付けする

であるとか、マイナポイントで一人５，０

００円だとか、いろんなマイナンバーカー

ドの利活用の促進策というのが取られて、

その中で件数もふえているのかなという

ふうには思うんですけれども、やはりマイ

ナンバーカード、今お話のあったように、

廃棄の数も多いですし、それから留め置き、

これがこの後取りに来はるのかどうなの

かというのは分からないわけですけど、結

構多い。そういう中で、やはり摂津市でも

ございましたけれども、マイナンバーカー

ドの紛失というようなことも行政の中で

さえあるというようなことが起きてきて

います。個人情報保護に関しても様々と不

安があるところでありますので、まずは摂

津市でもしっかりとそういうミスのない
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ようにしていただきたいというのが一つ

ございますが、ともかくカードを持たせる

んだというふうなことで、走っているその

国の在り方について、非常に懸念を持って

いるところでございますので、ぜひ市民に

対してしっかりとしたリスクの問題につ

いても説明をしていただいたり、無理やり

な誘導をしないようにということをお願

いしておきたいと思いますし、そして国に

対しても、やはり現場の混乱、いろんなこ

とをこの間、マイナンバーカードの関係で

ございました。いろんな申請をするにして

も、マイナンバーカードでしたほうが早い

と言いながら、実はそうではなかったりと

か、たくさんいろんなことがありましたの

で、そういう無理やりな推し進め方につい

ては、ぜひ止めるようにというふうに、国

にも言っていただきたいと思っておりま

す。 

 今回のは、料金の問題ですので、これに

ついて反対するものではございませんけ

れども、しっかり市としても意見を言って

いただきたいというふうに要望しておき

ます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２７分 休憩） 

（午前１０時２９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第３８号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４０号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１０時３０分 閉会） 
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