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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日はお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。 

 ただいまから福祉委員会を開催いたします。 

 去る８日の本会議におきまして、福祉委員会に付託となりました議案について御審議をいただ

きますが、その前に議長から挨拶を受けたいと思います。 

議長（伊藤 嘉起君） 

 皆様、おはようございます。 

 福祉委員会に５議案を付託させていただきました。しっかりと協議をしていただいて、審議委

託に応えられるようお願い申し上げます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から挨拶を受けたいと思います。 

市長（永田 純夫君） 

 おはようございます。 

 今日は梅雨の間の晴れ間ということで。大変いい天気になりましたけれども、今週の日曜日に

は水防訓練、議員の皆様方には御臨席を賜りまして、まことにありがとうございます。本日は福

祉委員会ということで御出席をいただいております。大変御苦労さまでございます。 

 付託になりました案件につきまして、慎重に御審議を賜り、御賛同いただきますようにお願い

を申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 傍聴者はおみえですか。 

議事調査課主任（鈴木 結佳理君） 

 一般傍聴人はおみえになりません。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 それでは、当委員会に付託された所管は、市民環境部及び健康福祉部の所管です。 
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 それでは、議案第２７号 清須市介護保険条例の一部を改正する条例案について、説明をお願

いします。 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課長の森川でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、提出案件の１ページをお願いいたします。 

 議案第２７号 清須市介護保険条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年６月１日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、介護保険法施行令の一部改正に伴い、規定を整理する必要があるから

です。 

 それでは、２ページをお願いいたします。 

 改正内容について御説明いたします。 

 介護保険法施行令において、介護保険の自己負担割合及び高額介護サービス費の所得段階の判

定基準となる合計所得金額が、保険料と同様に税法上の長期譲渡所得、または短期譲渡所得に係

る特別控除額を控除して得た額とされました。これによりまして、介護保険法施行令の第３８条

第４項が削除され、第２２条の２、第２項に移しかえられたことにより、清須市介護保険条例第

３条第６号に引用されている条項について整理するものでございます。 

 この介護保険制度におきましては、所得の状況に応じて保険料や利用者負担額を負担する仕組

みとなっており、税法上の合計所得金額、収入から必要な経費に相当する額を控除した額でござ

いますけれども、それを指標として用いております。 

 東北の震災等で被災された土地における防災集団の移転促進事業というものがございますけれ

ども、この防災集団移転促進事業や土地の収容によって土地の売却を行った場合に、譲渡所得が

収入に計上されて、介護保険料や利用者負担段階の上昇が生じることがございました。土地のこ

の売却行為には、この災害とか土地収用等を含む、本人の責めに帰さない理由による場合もある

ことから、この補足給付の制度の中に土地の売却収入等を所得とみなさないように配慮を組み込

むことができるよう、この所得指標を見直すことについて、平成２８年の２月１７日に開催され
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ました第５５回の社会保障審議会介護保険部会において議論されたものでございます。 

 この部会におきまして、保険料、それから自己負担割合、高額介護サービス等の判定の中で、

この合計所得金額としている基準について、合計所得金額から長期譲渡所得、短期譲渡所得に係

る特別控除を控除した額と改正する方針が出されました。 

 それを受けまして、平成２８年９月７日に介護保険法施行令の一部を改正する政令が９月１４

日にまた介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたものでございます。既に介護保険

料につきましては、この介護保険法施行令の一部改正に伴いまして、平成２８年の１２月議会に

おいて、議案第５５号 清須市介護保険条例の一部を改正する条例案を提出させていただいて、

御承認いただいております。保険料基準額の改定は介護保険事業の計画プラン中の平成２７年度

から２９年度までは原則認められていないということでございますので、平成３０年度分の保険

料から適用すると規定しておりまして、保険料につきましては平成３０年の４月からの施行でご

ざいます。 

 今回はこの保険料と同様に、介護保険料の自己負担割合及び高額介護サービス費等においても

税法上のこの長期譲渡所得、または短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除して得た額とするも

ので、平成３０年８月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 では、ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただ

き、指名の後、名前を名乗ってから質疑、あるいは答弁に入っていただくようにお願いいたしま

す。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 加藤です。 

 今、内容の説明があったわけですけれども、今回、介護ということでこの国保は総所得金額で、

介護が合計所得金額ということで行われておると思うわけですけれども、今回、特別控除後とい

うことで、長期、短期、いろいろ御説明あったわけですが、その中で、震災を例にとられて、被

災地の皆さんの集団移転の促進事業とかいろいろ、こういう事例があったということも今、説明
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されたわけですが、例えば、本市において、これまで住宅の買いかえ時に、介護保険料は合計所

得金額をもとに算定されるということでありますので、買いかえの際に売却代金が手元に残らな

い場合や持ち出しになる場合にあっても売却代金が所得に計上されて保険料が以前より高額にな

ってきたという、これまで合計所得金額だとそうだったと思うわけですが、こういったときの保

険料に対する相談というのは過去にあったのでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 私も２７年からでございますが、直接にはお聞きしておりませんですけれども、委員おっしゃ

るように今までの制度ですと、一時的に上がってしまうという方は確かに存在していたと思われ

ます。ただ、ほとんどの方が年金生活者ということでございますので、今後はこういった一時的

な所得の高騰による負担増ということにならないように制度のほうをしっかりと運用していきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 わかりました。 

 それと、もう一つ、今回のこの改正で、もう一つ公的年金等に係る雑所得の控除する見直しと

いうのもあったかと思うわけですが、この辺については説明をお願いしたいのですけれども。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 公的年金に係る、この雑所得を控除する見直しに関しましては、これは、前回、合計所得金額

について、例えば年金収入のみの方で、年齢が６４歳の方と６５歳の方との間で、少し制度に応

じて差がございますので、例えば、１月１日時点で６４歳の方は７０万円という基準がございま

すけれども、６５歳以上である方は１２０万円という、この同じ年金収入であっても１月１日現

在で６４歳の方と６５歳以上の方では、基準となる金額が、差が生じていたということで、今回

この所得に関しまして見直しを図るということでございます。こちらに関しては今回ではござい



－5－ 

ませんので、前回ということになります。 

 以上でございます。 

加藤 光則委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、ないようですので、これで質疑を終わります。 

 それでは、清須市介護保険条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第２７号 清須市介護保険条例の一部を改正する条例案については、原案のとお

り承認されました。 

 次に、議案第２８号 清須市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例案について、説明をお願いします。 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課長の森川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、提出案件の３ページをお願いいたします。 

 議案第２８号 清須市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年６月１日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提出理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を
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一部改正に伴い、規定を整備する必要があるからです。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 主な改正内容について御説明させていただきます。 

 介護保険法施行令の改正によりまして、訪問介護において、介護提供者の拡大が図られました

が、定期巡回随時対応型訪問介護看護、及び夜間対応型訪問看護を提供する者については従来ど

おり介護福祉士または介護職員の初任者研修課程を修了した者に限るということにするものでご

ざいます。 

 この訪問介護事業所における、さらなる人材確保の必要性ですけれども、現在、身体介護と生

活援助を中心にするものにつきまして、身体介護におきましては専門職をというようなことで国

のほうで配慮されているものでございます。訪問介護事業所における、このさらなる人材確保の

必要性を踏まえて、介護福祉士、国家試験の介護福祉士の方はできるだけ身体介護を中心に担っ

ていただきまして、生活援助の中心型については人材の裾野を広げて、担い手を確保しつつ、さ

らには質も確保するために、昨年１２月１８日の社会保障審議会の介護給付費分科会で、平成３

０年度の介護報酬会計に関する審議報告が取りまとめられたものでございます。 

 これを踏まえて、介護保険法施行規則を改定し、人材確保の対策といたしまして、生活援助中

心型のサービスに従事するために必要な知識等に対応した研修である生活援助従事者研修という

ものを平成３０年度より新たに創設することとされました。この研修でございますけれども、現

在の訪問介護員の要件でございます介護職員初任者研修ですね。これ１３０時間なのですけれど

も、このカリキュラムを参考に観察の視点とか、認知症の高齢者に関する知識の習得を重点とし

て、講義と演習をあわせて、こちらの５９時間の研修をした後に、筆記試験等による終了評価が

実施されるものとなっております。 

 訪問介護事業所ごとに、この訪問介護員を要件換算で２．５人以上置くこととされております

けれども、今後はこの新しい生活援助従事者研修の修了者もこれに含まれることになります。そ

のために訪問介護事業所には、この多様な人材が入ることになりますけれども、今回のこの定期

巡回随時対応型訪問介護看護、及びこの夜間対応型訪問介護を提供する者については、内容が身

体介護を中心になるということでございますので、従来どおり、介護福祉士、または介護職員初

任者研修を修了したものに限るということにするものでございます。附則として、公布の日から

施行するものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 加藤です。 

 今、御説明があったわけですけれども、今回の改正の中身をお聞きしていると、この介護保険

法の施行規則の改正は、この訪問介護ができる、今、言われた新たな研修課程が創設されたから、

今回条例改正が行われるという理解でよろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、今回の条例でいうと、定期巡回と随時対応型訪問介護看護と、それから前にも言

われた夜間対応型の訪問介護は介護福祉士、または初任者研修課程を修了して資格を持った人で

ないといけないという理解でよろしいわけですね。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、改めてお聞きするわけですけれども、定期巡回の随時対応型訪問介護看護と、そ

れから夜間対応型の訪問介護とはどのような身体あらわすわけですけれども、サービスなのか、

改めてお聞きします。 
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福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 まず、この定期巡回随時対応型訪問介護看護でございますけれども、中重度の要介護状態の方

に夜間も含め夜の６時から朝の８時、この夜間も含めて地域で２４時間安心して在宅生活が継続

できるようにする対応をするものでございます。これは一体型と連携型というのがございますけ

れども、一つの事業所で訪問介護と看護を一体的にするものと、訪問看護を専門にしている事業

所と連携して行うものとございます。いずれにいたしましても、この定期巡回随時対応型訪問看

護介護というのは、県内で一応３３事業所ございますけれども本市の中には事業所はございませ

ん。 

 あと、夜間対応型訪問介護のほうでございますけれども、こちらのほうは夜間において定期的

な巡回をして、訪問介護をするというものと、あと、利用者の方からオペレーションセンターに

御連絡いただいて、随時に訪問するというようなものがございます。オペレーションサービスと

して、その訪問が必要かどうかということも判断するということにおいて夜間対応するものでご

ざいますけれども、こちらの事業所に関しましては、県内で現在３か所、名古屋市内にしかござ

いませんですけれども、登録がない状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、説明があったのですけれども、この今回つくられた高齢者福祉計画を見ると、介護給付の

ところでサービス別の給付費の実績と、それから状況が載っておるわけですけれども、本市の利

用状況を見ると非常に、これ２７、２８、２９と少ない。今、県内で３３か所でオペレーション

センターが３か所ということなのですが、その辺についてはどういうふうに見られておるのでし

ょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 御利用いただいている方がお一人、この定期巡回随時対応型訪問介護看護のほうを御利用いた
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だいておりまして、スタッフにある事業所を御利用いただいてみえた方があるのですけれども、

残念ながらお亡くなりになって、利用が現在ない状況でございます。 

 この夜間対応型訪問介護に関しましては、夜間のみで、また介護というだけになりますので、

どうしてもこの定期巡回随時対応型訪問介護看護のほうが御利用者の方にとっては介護も看護も

していただいて、日中もサービスが受けられるということで、こちらのほうが利用が県内でも多

い状況だと思われます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 これ、新しく平成２４年か何かにできたと思うわけですけれども、この、今、お話があったわ

けですが、この需要とか利用が伸びない、この課題については、市としてはどういうふうにお考

えですか、これについてお聞きします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 ２８年度にも議会で御質問いただいたかと思うのですが、この夜間に関しましてはどうしても

お家の鍵を開けて、契約はしていますけれども、よその方が入ってきていただいて介護をしてい

ただくということで、なかなか進まない、事業所のほうも登録７か所あるのですけれども、廃止

が２か所とか休止が１か所、いろいろこの事業所自体がふえないというような状況でございます

けれども、今後、この中重度の要介護状態の方が在宅で生活をしていただくためには、やはり、

この定期巡回随時対応型訪問介護看護に関しましては、ニーズが上がってくると思われますので、

できるだけ市民の方が夜間も安心して在宅生活ができるような形になっていくといいのかなとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、今後、ニーズが上がっていくのではないかということで、夜間についても事業所が撤退し
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たとかという話でしたけれども、国のほうがいろいろ言われておるのに、なかなか現状はこうい

う、で、市のほうもいろいろ実態がこういう状況だというところで、事業者さんからも何か声と

かいうことはあるのでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 森川次長。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 この事業に限らず、事業者様におかれましては、やはり、介護職員様、訪問介護をされる方、

また、看護師さんとかの人材の確保がやはり難しいというような状況をおっしゃられるような状

況でございます。 

 以上でございます。 

加藤 光則委員 

 ありがとうございました。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 よろしいですか。 

加藤 光則委員 

 はい。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、他に質疑はございませんか。 

 よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、質疑はないようですので、それでは、清須市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第２８号 清須市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり承認されました。 
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 それでは、次に、議案第２９号 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例案について、説明をお願いします。 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、提出案件の５ページをお願いいたします。 

 議案第２９号 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年６月１日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由を申し上げます。 

 この案を提出するのは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、教員免許の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にするとともに、放課後児童支援員の

基礎資格などを拡大するため必要があるからです。 

 改正内容であります。６ページをお願いいたします。 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の

基礎資格の規定の第１０条第３項第４号中、学校の教諭となる資格を有する者から有効な教員免

許証を有する者とし、教員免許証の更新の取り扱いを明確とするとともに、新たに５年以上、放

課後児童健全育成に従事した者を放課後児童支援員の基礎資格として拡大するもので、附則とし

て、公布の日から施行するものでございます。 

 以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 白井ですが、提案の理由で、教員免許の更新を受けてない場合の取り扱いを明確にするという

ことですけど、これ、従前は更新をどのように定めて、いないのですかね。で、この改正後はど
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うなった、なるのかということをもう少しわかりやすく御説明をお願いします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 教員免許につきましては、今まで取得をしたままということなのですけど、今は新しくあくま

でも教員免許のほうを更新をしていただく、１０年、資格をとってから１０年を大学が開設する

３０時間以上の講習を受講しなければ免許証を更新できないということになっておりますので、

そういう講習をされた方がそういうような形で規定をさせていただいたというものになります。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 その目的に基礎資格等の拡大というようなことを放課後児童支援員の拡大ということなのです

けど、このことによって市ですね、本市への影響というか、そういうことはどのようになるので

しょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 今までですね、私も放課後児童支援員につきましては、保育資格とか学校の教諭の免許をお持

ちの方がほとんどでありますので、今回、確かにそういう資格の５年以上、放課後児童支援員を

そういうところに従事した者は受けられるような形になっておりますが、実際、ちょっとそのよ

うな方がおみえにはならないので、あくまでもちょっと資格のある方がほとんどでありますので、

特に今のところ影響がないというふうに思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 よろしいですか。 

 他は。 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 今、影響がないと考えるということでありましたけれども、今、言われたように、今回の改定

で、この説明資料で１０番目の今、５年以上というところが載って、加わっているわけですけれ

ども、この指導員の資格要件を緩めることによって、この保育の質の低下につながっていくので

はないかという心配もあるわけですけれども、その辺については市としては今、どのように捉え

られているのかお聞きします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 放課後支援員になるに当たりまして、愛知県が行う研修のほうを受けていただく形になります。

研修内容につきましては、４日間で合計の２４時間の講習を受けていただく形になりますので、

必ず、その講習を受けていただくということになりますので、今のところ、やはり、特にその拡

大の中からということで特に影響はないかと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いろいろ、この要件に緩めることによって、やっぱりこの質の低下をさせてはいけないと思う

わけですけれども、一つはその働く人の何というか、働く環境、状況も非常にこれは左右される

のですけれども、本市の指導員というのは５年以上の人とそれ以下の人の割合みたいなの、今、

もしわかったら教えていただきたいと思います。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤次長、よろしいですか。 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 ５年以上勤務をされてみえている方が、お一人だけ実際おみえになりますが、こちらの方につ

き、無資格の方ですね、そういう方がお一人おみえになりますが、今後、随時、そのようなこれ
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で受けられる形になり、支援員として、なる資格が出てまいりますので、そういう研修のほうを

参加していただきまして、この指導員としてなっていただくように努めていきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう一つはほとんどの方が不規則とか低賃金とか、いろいろなことで５年続かない人が多いの

かなという心配もあるのですけど、その辺はどういう状況でしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課、加藤です。 

 今の委員の言われますような、そういうことはなくて、ほとんど無資格の方になりますと、ほ

とんど夏休みとか、学校休業日の長い期間のときに学生の方がアルバイト等に来ていただいてい

る方が多くなっておりますので、それ以外の方につきましては引き続き勤務を指導員として従事

をしていただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それで、放課後児童健全育成事業のこの省令を見ると、従うべき基準、これが示されているわ

けですけれども、その放課後児童支援員という資格を持った指導員を原則２名以上配置すると、

こう記されているわけですけれども、今、こうやってだんだんだんだん、この中身を緩めていく

ことによって、この大事な基準を廃止とか、参酌化しようという動きも聞こえてくるわけですけ

れども、その辺については何かお聞きになっているようなことってあるのですか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤次長。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 
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 今、委員の言われるように、今回、省令のほうで決まっているものを私のほう参酌すべきもの

とか、従うべきものという形になっておりますけど、今回のその支援員の資格につきましては従

うべきことになっておりますので、そのとおり、国の基準に合った形で改正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。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 放課後児童クラブですね、これは就労等の理由によって、家庭の保護者のいない子供が放課後

及び学校休業日に安全に安心して生活できる毎日の生活の場であります。 

 今、共働きとか、ひとり親家庭というのがふえてきている。こういう中で子供の生活や育つ環

境が非常に厳しくなっているわけであります。子供が安全、安心して生活できること、それが子

供の成長や発達を励まして、保護者と連携を図りながら子育てをする施設である、この児童クラ

ブですね。これの期待に、親たちの期待にも応えていくことが必要であるということであります

ので、その辺をきちっと守っていただいて運営のほうをよろしくお願いしたいということをお願

いして、私の質問を終わります。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、ないようですので。 

 それでは、清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第２９号 清須市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり承認されました。 
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 次に、議案第３４号 損害賠償の額を定め、和解することについて、説明をお願いいたします。 

 石田次長。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 提出案件の１８ページをお願いいたします。 

 議案第３４号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

 損害賠償請求事件に関し、下記のとおり、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方

自治法第９６条第１項、第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 平成３０年６月１日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 記でございます。 

 １、相手方につきましては、記載のとおり男性１名でございます。代位請求者、記載のとおり

保険会社でございます。 

 事件概要でございます。本件は、平成２９年９月８日に発生した県道字浅井清須線五条川左岸

堤防道路の春日橋信号南側において、信号待ちをしていた相手方が運転する車両に五条川堤防桜

樹木の枯れ枝が自然落下し、当該車両の天井及び側面を破壊させるというものでございます。 

 和解状況でございます。１９ページをごらんください。 

 １、清須市（以下甲）は、本件が甲の管理下にある五条川河川敷堤防の桜樹木を起因とする事

故であり、甲として今後の管理における課題と認識し対応していくものである。２、甲は相手方

（以下乙という）に対し、本件損害賠償額として、２２万６１２円の支払い義務があることを認

め、代位請求者である保険会社（以下丙という）が指定する丙名義の金融機関口座に振込送金し

て支払う。振込手数料は甲の負担とする。３、甲が和解合意書締結の日から３０日以内に丙に賠

償金を支払うものとする。４、甲、乙及び丙の間には、本和解条例に定める他、一切の債権債務

関係が存在しないことを双方に確認する。 

 以上、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 白井副委員長。 
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福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 白井です。 

 まず、この件の発生状況ですね。９月８日といったことなのですけれども、天候はどのような

天候だったとか。あるいは風が強くなかったかどうか、そういう天候状況とか、あるいはこの枯

れ枝、どのぐらいの大きさのものが落下したのか、その辺、ちょっと聞かせてください。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 石田次長。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 まず、当日につきましては天候状況は晴れている状態で、風についてもそうはなかったという

ような状況でございます。 

 枝の大きさにつきましては、どうですかね。何というか、このぐらいというか。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 結構大きいの。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 ええ、かなり落下するとちょっと危ないかなというぐらいの大きさはございました。それで、

私、直接事故に遭われた方からの連絡がございましたので、現場のほうに向かいまして、やはり

現場の状況を見させていただきましたら、落下した、その枯れ枝と思われる多くの枝が道路上に

散乱しておったという状況にありましたので、事故に遭ったことを伺わせる印象は持ちました。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 そういうことが起こったことに対しては証明というか、そういうことは確認をされているとい

うことですね。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 石田次長。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 直接、車両のほうは見たわけではないのですが、車の損傷状況の写真と、それから今の現場の

状況、それから加害者の方と被害に遭われた方に直接聞き取りをさせていただいた中で、事故に
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遭われたことは間違いないかなということで判断をさせていただいたということでございます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 たまたま停車中でありましたけれども、これ、走行中ということも全くあり得ないことはない

わけですよね。そういうことで起こったものは仕方がないのですけど、これ発生しないように、

当然、枯れ枝ってできると思うのですけれども、こういうことが起こらないようにするには何か

お考えでしょうか。再発防止といいますか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 石田次長。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 今回の事故を教訓としまして、一般的な話になりますが、より一層その現場のほうを確認を注

視させていただいて対処していくということもそうでございますし、今回、適切な言い方ではな

いかもわかりませんが、その保険が適用できなかったということが非常に大きな問題だというふ

うな認識をさせていただきまして、この４月から桜についての保険をかけさせていただきました

ので、事故等に対する備えというのはできたのではないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 わかりました。発生した場合の、万が一に、ひとつ発生しないようにするために再発防止をし、

また、発生しても損害が極力少なくなるような保険に加入されたということですよね。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 はい。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 これ、市が管理運営するということで、樹木ということですけれども、これ、市が管理するの

は他にもいっぱいありますよね。例えば道路もそうですし、公園等の遊具等もいろいろ市が管理
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する。そういうもので、そういう問題が起こってはいけませんので、十分点検とかそういうこと

を注意していただきたいのですが、もう一つはそういう保険ということについては、どのように

なっているのでしょうか、市が管理運営するもの全般について。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 石田次長。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 私が全て答えられるかどうかわかりませんが、今回のその事件の関係では、ちょっと認識不足

のところが私もあったと思うのですが、市のほうで総合賠償保険というものがございまして、一

般的に市のほうに過失があった場合に使えるような保険があるのですが、今回のその桜につきま

しては、ちょっと保険会社さんとも話をさせていただいた中で、市が所有、使用管理する敷地内

での話ではなくて、一般的に何て言う、だだっ広いというのですかね。河川敷での自然木の管理

ということになりますので、そちらについては保険の適用にならなかったということでございま

す。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 副委員長、よろしいですか。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 結構です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、他に質疑はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 それでは、ないようですので。それでは、損害賠償の額を定め、和解することについて採決い

たします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第３４号 損害賠償の額を定め、和解することについては、原案のとおり承認さ

れました。 
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 次に、議案第３５号 平成３０年度清須市一般会計補正予算（第１号）案所管分について、説

明をお願いします。 

 石田次長。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 平成３０年度清須市一般会計補正予算、福祉委員会の所管分につきまして、私のほうから一括

で朗読説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成３０年度一般会計補正予算書及び説明書の８ページ、９ページをお願いいたし

ます。 

 歳入の部でございます。 

 １３款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額８１万円の増、３節生活

保護費補助金で、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金でございます。歳入については、以上

でございます。 

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

 １枚はねていただきまして、１０ページ、１１ページをお開きください。 

 ３款民生費、３項生活保護費、１目生活保護総務費、補正額１６２万円の増、１３節委託料で、

生活保護システムの改修費でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、３目観光費、補正額２２万１千円の増、２２節補償、補塡及び賠償

金で、ただいま御審議いただきました案件でございます五条川河川敷枯れ枝落下事故の和解金で

ございます。 

 平成３０年度一般会計補正予算案、福祉委員会所管分につきましては、以上でございます。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 では、全体通じてで結構ですので、質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、生活保護のところでは、システム改修に対するものであるということでありますが、その

中身について、どういったシステムを改修するのか、質問します。 
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福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課長の鹿島でございます。 

 現在、生活保護受給者に対する生活保護費等につきましては、国のほうから示されている基準

に従いまして、それぞれの方に応じた形の扶助費という形で生活扶助ですとか、教育扶助等々の

生活保護費として支給しております。その方々をお一人お一人に金額を定めるためにシステムを

使って、支給費を決定しているというところでありまして、今回１０月から生活保護費が改定に

なりまして、それに伴うシステムの改修費ということでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 この生活保護基準の見直しに伴うシステムの改修ということで、ここに書かれております生活

困窮者就労準備支援事業費等補助金によって、この国庫補助がこれ半分出てきているわけであり

ますが、この見直しに当たっては、たしか、これを見ると３つあったと思うわけですが、一つは

生活扶助の基準、それからもう一つは子供のいる世帯の加算とかという部分と、それからその他

の扶助基準があったと思うわけです、システム改修。この先般の一般質問でもさせていただいた

のですけれども、生活扶助基準の見直し、これ５％以内にとどめるということになってましたけ

ど、要するに削減ということの、このシステムの改修も含まれておるわけですか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 その保護費が、世間的には５％以内の削減に抑えるというところなのですけれども、一方では

子育て世帯や何かに対して、その児童扶養加算を加算するというような増額の部分もございます。

その増減を含めてのシステムの改修というところでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 わかりました。 

 一般質問でも話していただいたのですが、これ一緒に出てきておるものですから、その加算の

部分で子供のいる世帯の部分については私もそれは賛成でありますけれども、国はこの生活保護

費、これ２０１３年度に１０％引き下げ、これ実施したわけで、今回また、食費や光熱費に当た

る、この扶助費を先ほど言われましたが、１０月から最大で５％を削減する、こういう方針で。

そのために扶助費を削減する理由に生活保護制度を利用していない一般低所得者との均衡を図る

ために引き下げる、こうしているわけであります。 

 一般所得世帯の生活水準が下がっているのであれば、本来からいえば、それを引き上げるのが

私は国の責任であると思いますし、この引き下げはより貧困と格差が拡大していくやり方だと思

うわけであります。 

 先般も言いましたけれども、この生活保護制度というのは憲法で保障されている国民の基本的

人権でありますし、住民の福祉の増進を図ることがこの地方自治体にとっても第一の役割であり

ます。この今回の見直し削減に対して、撤回とともに制度の拡充と必要な予算、本来ならこれを

求めていくべきだということを申し述べて、私はこれが今回含まれておるということで反対の立

場を表明させていただきます。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 白井です。 

 まず、この本年の１０月から見直しがされるということ。これは当初予算ではこのことはわか

っていなかったのでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 昨年の当初予算の段階では、その見直しのタイミングはわかっていたのですけれども、どれぐ

らいの額、どういった形で削減するかというところまではしっかりと出てなかったものですから、

まずは一旦、それまでの軽減的なものを見ながら、その扶助費について算定をして、必要に応じ

て、補正等を行う形で考えておりました。 
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 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 この生活扶助の基準の見直しというのは、過去も多分行われていると思うのですけど、どれぐ

らいの間隔で、いろいろなこの状況を見て基準の見直しを行われているものだと思いますが、そ

のような状況はどういうふうになっておりますか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 今回の見直しにつきましては、５年に一度実施される全国の消費実態調査のデータ等を用いて、

見直しのほうがなされております。 

 それに基づきまして、その実態に合わせた形でそういった生活保護基準の見直しが今回された

というふうに理解しております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 基準の見直しでいろいろな基準の項目が先ほどもちょっと出てましたけど、ありますけど、そ

れがいろいろ検討されて見直しするということですけれども、生活保護も受けられている立場で

は、先ほどのプラス面もありますけどマイナスの面もあるということで、全体的に見て、どのよ

うな状況なのでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 この法律については先日成立したばかりで、詳細なものを試算はしておりませんが、あくまで

シミュレーション、清須市の場合に当てはめた形でシミュレーションをしたところ、生活保護世

帯に全体の７割から８割の方が減額で、２割から３割の方が増額というふうにシミュレーション

的にはなりました。ただし、その減額の幅というものが、その５％になって数千円単位で、逆に
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その増額される部分のほうが大きくなって、清須市全体としてはさほど影響がない、そのプラマ

イゼロぐらいになるかなという形で試算のほうはしております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 白井副委員長。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 ちょっと生活保護を受けられている方は、年々増加傾向だと思いますが、平成２７年、２８年

の決算を見ますと、決算額生活保護費は７億、８億から８億４千万、２７年、８億４千万円。ま

た、受けられている世帯も３８３世帯から４２６世帯というようなことに決算の結果では出てお

りますけれども、現在、平成２９年度の状況というのは把握されてますでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 詳細な金額については、まだ計算中ではありますが、昨年の補正でもお願いをしました医療費

がここ近年伸びてきているというふうに捉えております。やはり、高齢になってから働けなくな

って、生活保護を受けられる方は病気等で生活保護を受けられる方が年々他の母子家庭の方です

とか、そういった状況に比べるとふえてきているということも要因の一つではないかというふう

に考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 よろしいですか。 

福祉委員会副委員長（白井 章君） 

 結構です。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、他に。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 済みません。今、質問があった中でちょっと聞きたいことが出ましたので。高齢者がふえてい

るということは全国的にも、この清須市においても実態としては明らかであると思うのですが、
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今、７・８割の方が減額になる。それから２・３割の人が増額になるということでプラマイ、ト

ータル的な額でいえばゼロだということを言われたのですが、７・８割というのはこれはほとん

ど高齢者の方だと思うのですが、そこの部分は減額になって、子供のいる世帯については２・３

割だという、これ実態的な理解でよろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島です。 

 もう少し詳しく申し上げますと、多人数世帯、４人以上の世帯の方ですとか、あと、単身の高

齢者の方については減額となってございます。ただ、２人、３人世帯、高齢の方も含めてなので

すけれども、その世帯については増額という形で試算のほうはしております。 

 以上です。 

加藤 光則委員 

 わかりました。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 もういいですか。 

加藤 光則委員 

 はい。 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、他はございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 では、ないようですので、これで質疑を終わります。 

 それでは、平成３０年度清須市一般会計補正予算（第１号）案所管分について採決をいたしま

す。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いします。 

＜ 賛 成 多 数 ＞ 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 賛成多数でございます。 
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 よって、議案第３５号 平成３０年度清須市一般会計補正予算（第１号）案所管分については、

原案のとおり承認されました。 

 以上で、福祉委員会に付託されました議案についての審議は終了いたしました。 

 なお、従来どおり常任委員会の閉会中の継続審査の申し出をすることに御異議はございません

か。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（林 真子君） 

 異議はございませんので、議長に閉会中の継続審査の申出書を提出いたします。 

 これをもちまして福祉委員会を閉会いたします。 

 早朝より御苦労さまでした。ありがとうございました。 

（ 時に午前１０時２１分 閉会 ） 
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