
市政の第一の責務である市民生活に責任を持った市政経営を 

１平成27年度の市政経営について 

(1)平成27年度の経営方針について 

平成２７年度は市制施行６０周年の節目の年を迎えますが、平成２７年度の経営方針を 

拝読しますと、市長は、まずはオリンピック開催を見据えた取組の推進、またその成果を 

内外に発信していくことが重要として、市民生活を守る視点よりオリンピックが強調され 

ているように受け止めたのは、私だけでしょうか。初日、市長は市長公約にについて、最 

大の眼目はハードのまちづくりといったような発言もされていましたが、市民にとっては、 

市民が日々安心して暮らしていける市政が必要です。市政の基本はまず市民生活を守るこ 

とです。未来への夢を実現していくには、まず足元を固めてから行うことではないでしょ 

うか。そこで、平成27年度の経営方針について質問します。次年度の経営方針は市民への 

メッセージでもあります。であれば、何が大切と考えているのかを明確にする必要があり 

ます。市政経営の基本は何かをお知らせ頂きたいと思います。 

(2)修正基本計画について 

市では市長任期と連動した計画にすべく、基本計画の時点修正に対する意見交換をする 

ためにタウンミーティングを行いました。全体としては参加人数は多くなかったようです 

が、私も教育会館でのタウンミーティングを傍聴しましたが、その中でも福祉に担い手に 

なるべく、シニアの活用、或いはまちの美化に取り組んでいる等、自らが主体的にまちづ 

くりに関わろうとする市民の意見が複数あり印象的でした。 そうした市民は増えています。 

公共サービスを全て市が担っていく時代は終わりました。限られた財源の中で、市も市民 

の力を借りて、公共サービスの充実に生かすことにもっと取り組むべきです。市だけが公 

共を担っているのではありません。時点修正で課題になっている制度改正に伴う諸課題に 

ついて、多くの市民が公共を作る主体として活躍することにより、市民力も地域力も向上 

して、 安心して住み続けたいと市民が望む地域社会が生まれてくるのではないでしょうか。 

今後のまちづくりに、市民の参加と協働は欠かせません。それを基軸とした政策を強く打 

ち出していくべきではないかでしょうか、この点について市長はどうお考えでしょうか。 

タウンミーティングで配布された各施策における時点修正の主なポイントを見ると、子ど 

も・子育て家庭の支援、学校教育、或いは障がい者福祉、生活困窮者の自立支援などなど、 

市民の暮らしに直結する課題がほとんどです。まさに今日の社会において、人々の暮らし 

をどう守り、支えていくのかが問われています。そう考えると、計画を修正する視点は、 

市民生活を守ることを第一にすべきであると理解するものですが、この点について市長の 

見解を問うものです。 今回、修正基本計画において２つのアクションがありましたが、 

このアクションは４つの重点プロジェクトを推進するための行動と説明していますが、時 

点修正の主なポイントに掲げられた具体的な行政課題に対応するためにも市民との協働は 

不可欠です。重点プロジェクトだけではなく、施策全体を貫く行動としては、むしろ「市 

民との協働」を位置づけるべきではないでしょうか、お考えを聞かせください。また、横 

断的連携による施策の推進がアクションの一つになっています。しかし、複雑多様化する 

今日にあっては、関係する複数の部署による横断的連携は必須と認識していますが、これ 

は行政の組織運営上の課題です。市民がそうした行政サービスを利用したり、問い合わせ 

たりする場合に、行政組織が縦割りの弊害が解消され、しっかりと受け止めサービスも向 

上することにつなげること、その視点が大切です。そこで質問ですが、横断的連携による



施策の推進によって、市民に見える形での成果は何と考え、このアクションを位置づけら 

れたのかお聞かせ下さい。いずれにしても、自治基本条例に基づく取組として、市民力を 

上げて、地域コミュニティの力をアップしていくことが、これからの地方自治には欠かせ 

ません。 平成 27 年度をそのスタート年として具体的に取り組むことを考えてもよいのでは 

ないでしょうか。そのためにコミュニティ施策を見直し、再構築する考えはあるのでしょ 

うか、市長の見解を求めるものです。基本計画と併せて財政計画も修正することとなって 

いますが、新たに取り組まなければならない施策も多く、また税収も多くは期待できない 

中では、市民生活を守る施策を優先して、優先度の低い施策については事業調整を図るな 

ど複数年度における収支均衡を第一に財政計画を作るべきと考えますが、この点について 

はどう取り組まれるのか、お聞かせ下さい。 

(3)平成27年度予算について 

予算編成作業が進んでいると認識していますが、 現時点での予算見積もり状況はどうなっ 

ているのか具体的にお聞かせ下さい。前年度比較して、どう変化しているのか、今後の調整 

方法はどのように考えているのでしょうか。基金活用について、また基金を活用する場合の 

財政規律はどうお考えでしょうか。平成27年度は現行フレームの中には予定していなかった 

公共工事のコストアップや学校の老朽化対策、新たな新規事業や保育園待機児等々課題が沢 

山あります。いずれにしろ現計画に見込んでいない施策・事業が多いと言えます。税収の大 

幅な増が見込めない中で、 収支均衡に向けての調整方針はどのように考えているのでしょう 

か。これまでよりも消費税が増税となり、地方消費税交付金が平年度化される反面、地方法 

人税創設に伴う法人市民税率の引き下げの影響をトータルとしてとらえた時、 調布市として 

は、差し引きどういう状況となっていくのか併せてお聞かせ下さい。 

(4)学校施設整備について 

緑ヶ丘小学校の雹の被害の時にあった雨漏りしている教室の様子がありますが、沢山バケ 

ツが並んでいます。雨が漏って天井が落下した写真です。深大寺小学校では雨漏りによりバ 

ケツが沢山並んでいますが、子ども達はどう思ったでしょうか。私は、９月議会でも学校施 

設整備について質問いたしましたが、その際の答弁では「学校施設は児童・生徒が学習や生 

活をする場であり、安全かつ安心な環境を整備することが第一との考え方を示され、屋上防 

水を始め、外壁、受変電設備など、損傷によって学校運営に支障を来すものは、予防的に改 

修していくこと、いわゆる予防保全の重要性を再認識、基本計画の時点修正に合わせ雨漏り 

は、より適切な予防保全ができるよう改修優先順位を再設定し改修する」との答弁でした。 

現在、時点修正中ですが、教育委員会としては再設定した後に、優先順位に基づいた計画案 

を提示しているのでしょうか。提示しているのであれば、その再設定の考え方を含め内容に 

ついてご説明ください。また、市長部局は教育委員会の考え方をどう受け止め計画に位置付 

けていくお考えでしょうか。また外壁、受変電設備については計画にどう位置づけているの 

か、併せてお答え下さい。学校は災害時における防災拠点ですが、バリアフリー化や非構造 

部材の耐震化についての整備状況と今後の整備予定はどうなっているのかもお聞かせ下さ 

い。いずれにしろ学校は次代を担う子供たちを育てる大切な場であり、災害時の避難場所で 

もあります。安全、快適な環境整備は急務です。計画的かつ早期に整備が進むように予算編 

成においてもあらかじめ枠を確保すべきと考えますが、この点については、どのようにお考 

えでしょうか。 

(5)女性職員の活躍について 

国は、社会のあらゆる分野における意思決定の過程に女性が参画することが重要として、



女性が活躍できる社会環境の整備を総合的かつ集中的に推進するため、法案を提出しました 

が、国会解散により廃案となりました。提案された政党がまず範を示すべく指導的地位への 

女性の割合の３割を目指して女性候補者を提案されると期待しましたが残念ながら実現さ 

れませんでしたが、提案されていた法案には、地方公共団体の責務として、女性が活躍でき 

る社会環境整備に関し、国と協力し当該地域の状況に応じた施策の策定等多くの具体的な項 

目が求められていました。調布市の修正基本計画の中には、課題認識として女性の活躍促進 

が書かれ、「2020年に指導的地位を占める女性の割合３０％」の実現に向けた法案で地方公 

共団体等に女性職員の登用に関する行動計画等を義務づける法案の記載がありましたが、女 

性職員の活躍促進に向けた具体的な政策は見あたりません。この点について、わかりやすい 

答弁を求めます。 

２．介護保険について 

第６期高齢者総合計画について 

平成12年に、介護保険制度が導入され高齢者を対象にした多くのサービスの提供のしくみが 

「措置制度」から「契約制度」へと転換し、利用者がいわゆる消費者として、自己決定の下 

に利用・選択するしくみに変わりました。この事は「措置制度」の下で、行政の権限によっ 

て社会的弱者を保護・救済するという旧来のしくみから、社会全体で支える連帯のしくみの 

下で、利用者の主体的選択と自己決定に基づきサービスを受けるという利用者本位の制度へ 

の転換が図られたわけです。しかし、今回の介護保険法の一部改正は、措置の時代にあった 

福祉制度の考え方を導入した結果、介護保険法にありながら介護予防・日常生活支援総合事 

業は、 条例による事業になってしまいました。 この改正は社会保険の受給権の剥奪とも言え、 

保険制度の後退です。９月議会での答弁では、必要なサービスが適正かつ確実に提供できる 

よう保険者として、主体的に責任を果たすとのことでしたが、まさに第６期総合計画こそ、 

市は保険者として主体性を持って利用者が安心して暮らせる制度にすべく計画策定する必 

要があります。総合事業の対象者である要支援１、２の方の平均は８２才で、認知症や慢性 

疾患有病者が多いことはご承知の通りです。初期からの継続的な支援は欠かせません。そこ 

で、まず高齢者の実態把握について質問します。高齢者人口は年々増加していますが、市で 

は実態調査として実際に認知症について、介護保険受給者、未受給者、認知症になりそうな 

人それぞれ人数を把握しているのでしょうか。次に公聴会について質問します。計画策定も 

山場を迎え、明日から一ヶ月間パブリックコメントが開始されます。一方で、より多くの関 

係者の声を反映すべく公聴会が開催されますが、公聴会開催に当たっては、予め関係する団 

体、また、市民にも資料を提供し、具体的に計画に反映できるための会にすべきと考えます 

が、現在公聴会についてはどのように設定し準備されているのでしょうか。 次に日常生活 

圏域について質問します。９月議会の答弁では作業部会で日常生活圏域について検討すると 

のことでしたが、計画案を見ると４圏域になっています。圏域の課題は以前から指摘されて 

いましたが、そもそも市の福祉圏域は１０の圏域です。地域包括支援センターも１０カ所、 

地域福祉計画も１０の地域別計画で構成されています。こう考えていくと、市として施策を 

どのように展開するのか市民にわかりにくいのではないでしょうか。今回の計画で、日常生 

活圏域について、市は今後の方向性について、どう考えているのか、わかりやすい説明を求 

めたいと思います。次に地域福祉コーディネーターについて質問します。高齢者総合計画案 

を見ますと、総合事業がスタートする平成２８年度内までに全地域に配置するといった具体 

的な目標等を掲げていない、これは大変遺憾です。地域福祉コーディネーターについては、



２４年度から２９年度までの地域福祉計画、その中の重点施策に、地域におけるトータルケ 

アの推進、こういった欄があるわけですが、この計画の中にネットワークの構築とコーディ 

ネート機能の強化、そして、そこに地域福祉コーディネーターが提案されています。更に計 

画の中に１０地域の地域別計画には、各地域に地域福祉コーディネーター１名を配置すると 

いうことがきちんと位置づけています。この計画は２９年度に終わる計画です。そして、地 

域福祉コーディネーターは、モデル事業として導入されましたが、社会福祉協議会から出さ 

れた中間報告があります。これは各議員にも配布されていますが、この報告書の最初のペー 

ジに会長が書いていますが、やはり地域包括ケアシステムを構築するために総合事業を展開 

していく際には、国がいう、こういったものではなく、早期に地域福祉コーディネーターを 

１０地域に配置して欲しいと、報告書には記載されています。計画には国が生活支援コーデ 

ィネーターを１名配置していくと計画には書いてありますが、機能すると思いますか。地域 

福祉コーディネーターの配置は市長公約にもあったと認識しています。地域福祉計画も第６ 

期高齢者総合計画も計画期間は２９年度までです。 総合事業は２８年度内にスタートすると 

書かれていますが、具体的な目標を掲げ、市長任期中に公約を早期に果たす予定はないので 

しょうか、見解を求めます。次に介護保険料について質問します。総合計画策定の中では新 

たな保険料についても検討されていますが、保険制度が保障していたサービスの選択につい 

ても制限が設けられている今、値上げする際には丁寧な説明は欠かせません、介護保険料の 

見込みは現時点ではどのように考えているのかお答えください。 次に介護の質の向上を目 

指した施策展開についてお聞きします。現在も特別養護老人ホーム、多機能特養など不足し 

各施設開設が待たれますが、土地や財源など考慮すると実現するのはなかなか難しいわけで 

す。しかしながら被保険者の置かれた状況は厳しいものがありますが、同様に介護者も厳し 

い状況で日々暮らしています。そこで、まずは介護者や介護に当たる専門職の介護力をアッ 

プできる施策展開を進めていくべきと考えます。ここで介護の質を上げて本人に対応するフ 

ランスで生まれたユマ二チュードという認知症ケア技法を取り入れていくことを提案しま 

す。この本に載っている赤い服を着ているフランス人の方を見たことがある方もいらっしゃ 

ると思います。７月に放映されたＮＨＫスペシャルで放映されましたが、 「認知症８００万 

人時代 認知症をくい止めろ ここまで来た！世界の最前線」の番組の中で、これまでの常 

識を覆すような取り組みが伝えられた番組を視聴された方もいらっしゃるかと思います。番 

組の中で調布東山病院が登場しますが、ユマニチュードを考案したイブ・ジネスさんが病院 

を訪れて講演した様子や、認知症が悪化し寝たきりになるのではと心配されていた９４才の 

患者に実際にイブ・ジネスさんにケアをされた所、反応して今まで起きなかったのが、歩行 

を促したところ、歩き出したという映像が流れました。その後、順調に回復し最終的には在 

宅生活に復帰されました。ユマニチュードは実践技術ですが、その技法を支える「人 

間らしさ」を尊重し続けることが基本にあるわけです。見る、話しかける、触れる、 

立つという4つの方法が柱で、全部で約150もの技術があります。調布東山病院の看護部長 

さんからお話しを聞きました所、高齢化を迎えた今、認知機能が低下した方が入 

院するのが当たり前の時代になった時、入院中も生活サイクルを維持し、安心し 

て療養生活を送るための看護のあり方は、対応によっては逆に悪化してしまう場 

合がある、 そういったことで悩んでいたそうです。 そこで研修等受けている中で、 

ユマニチュードに出会い、この技術を組織全体に根付かせるために定期的な勉強 

会も重ねる中で、創始者のイブ・ジネストさんを招いたとの事でした。このケア



メソッドを取り入れた事で介護観も変わってきたということです。病棟から病院 

全体に広げたい、その成果を地域に還元したいと話しておりました。こういった 

技術を進めていくことが大変重要だと思います。第６期高齢者総合計画も計画期 

間は２９年度までです。最後に、この計画の中にユマニチュードを是非取り入れ 

て認知症ケアを介護者や、 介護に当たる専門職の介護力アップのために取り入れていくこと 

ができないかどうか質問を提案します。わかりやすい答弁を求めます。 

【市長答弁】 

ただいま，大河巳渡子議員より大きく２点にわたり御質問をいただきました。私から 

は修正基本計画及び平成２７年度の経営方針の基本的な考え方について， 御質問の順番 

と多少前後いたしますが，お答えします。 

現在，時点修正を行っている修正基本計画では，平成２５年度にスタートさせた現 

行計画の基本的方向を引き継ぎつつ，市長任期と連動した政策の実現を念頭に，計画 

策定後の市政を取り巻く社会経済状況の変化や新たな課題への対応を図るため，今後 

の施策・事業の方向を示して参ります。参加と協働のまちづくりについては，これまで 

も市政経営の基本的な考え方に据え，市民参加プログラム等に基づき，多様な市民参加 

手法の実践を重ねるとともに，協働の取組にも意を注ぎ，市民とともにまちづくりを進 

めて参りました。調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例においても，参加と協 

働のまちづくりの考えを反映させており， その具現化を図る取組を行革プラン２０１３ 

に位置付け，継続して，各種取組を推進しています。計画の時点修正においても，参加 

と協働によるまちづくりを市政経営の基本的な考え方に据え,市民が主役のまちづくり 

をより一層推進していく考えです。 また， 地域コミュニティ施策についても， 引き続き， 

自治会の活動支援や地区協議会の設立・運営支援，コミュニティ活動の拠点となる施設 

整備や維持管理など，総合的な施策展開を図って参ります。今後とも，地域コミュニテ 

ィの醸成に取り組み， 地域の自治の担い手となる市民が地域活動などに積極的に参加し， 

市民同士の交流が促進できるよう，環境づくりに取り組んで参ります。 

次に， 市民生活支援の視点についてであります。 今回の基本計画の修正に当たっては， 

計画策定後の制度改正や新たな行政課題への対応を図ることを修正の視点の一つとし 

ております。今般の市民生活に影響を及ぼす子ども・福祉分野の様々な法改正・制度改 

革等へ適切に対応すべく，個別計画の検討状況とも整合性を図りつつ，修正計画に必要 

な取組を盛り込んで参ります。また，これらの制度改正等への対応に当たり，修正基本 

計画において，「横断的連携による施策の推進」を一つのアクションに位置付け，施策 

を横断する諸課題に対しての連携・推進体制の明確化を図る予定です。これにより，そ 

れぞれの課題に関連する施策を有機的に連動させ， 複雑かつ多様化する行政課題に適切 

に対応して参ります。こうした修正基本計画における視点は，平成２７年度における市 

政経営方針においても，当然，基本となるものであります。平成２７年度においても， 

市政の第一の責務である市民の安全・安心の確保や市民生活支援を基調とした取組を 

継続しながら，修正基本計画の初年度として，様々な法改正・制度改革に適切に対応 

し，市としての施策・事業を着実に展開していく所存です。同時に，これまで長い時 

間をかけて市民とともに計画的に取り組んできた街づくりの総仕上げを目指し， 京王線 

地下化に連動した ２１世紀の調布の街の骨格づくりを着実に前進させていくととも



に，市民交流や賑わいの創出など，ソフト面の充実に取り組み，その魅力を市民とも協 

働しながら市内外に積極的に発信して参ります。こうしたソフト・ハード両面の取組を 

有機的に展開し，市民が安心して住み続けることができるまちにするとともに，まち全 

体の活力と市民生活の質の向上につなげ， 魅力あふれる豊かなまちの実現を目指して参 

ります。その他の御質問につきましては，担当よりお答えいたします。 

【行政経営部長答弁】 

私からは，平成２７年度の市政経営方針のうち，財政フレーム，平成２７年度予算，及 

び学校施設整備のうち計画への位置付けと予算編成について，お答えいたします。 

基本計画と併せ，財政フレームの時点修正を行いますが，現在の財政フレームでは見 

込んでいなかった消費税率８パーセントへの引上げや税制改正，新たな課題への対応な 

どを反映してまいります。時点修正に当たっては，単年度に過大な財政負担とならない 

よう，事業の優先度を勘案した進捗調整を行い，各年度の一般財源ベースでの平準化を 

図るなど，中長期的な展望を踏まえた４か年全体での収支の視点も含めて，引き続き， 

財政規律を保持するという考えのもと，持続可能な財政フレームの作成に取り組んでま 

いります。次に，平成２７年度予算についてであります。平成２７年度予算編成につい 

ては，本年１０月に，全庁に予算編成方針を通知いたしました。現時点での見積状況に 

ついてですが，新規・拡充事業の要望も含めて，各部の歳出見積総額は９１４億円余で 

あり，一方，歳入見積総額は８２２億円余であることから，９２億円余の財源不足とな 

っております。前年度同時期の財源不足は，６２億円余でありましたので，前年度と比 

較して大きな財源不足が生じておりますが，この要因としては，歳出におけるマイナン 

バーや子ども・福祉分野などの制度改正，公共建築物の老朽化対策，工事費のコストア 

ップ，基本計画時点修正に伴う新規拡充事業の要望の増などによるものであります。 

こうした状況を踏まえ，全庁で見積状況の情報共有を図り，改めて全庁的に見積り内 

容の精査，検証を行うとともに，各部課との予算ヒアリングを通して，全ての経費につ 

いて１件ごとのきめ細かなチェック・点検を行い，事業の緊急度，優先度の確認を行っ 

ております。また，歳入においては，市税収入の時点修正や歳出連動の特定財源の最大 

限の確保に取り組むとともに，市債や各種基金の活用などにより，今後，財源不足解消 

に向け，取り組んでいくところです。次に，基金の活用についてであります。 

予算編成においては，公共施設整備基金や都市基盤整備事業基金などの特定目的基金， 

また，年度間調整財源としての財政調整基金を財源として活用を見込んでおります。特 

定目的基金は，事業実施にあたり，一般財源負担の軽減を図る財源として活用しており 

ますが，基金の活用にあたっては，財政規律を保持するとともに，複数年次での活用見 

込みを踏まえたものとしております。このうち公共施設整備基金については，今後，老 

朽化した施設の維持保全に必要な事業量を確保するため，活用額の増加が見込まれます 

が，今後の必要額と対比すると，残高が不足している状況です。また，財政調整基金に 

ついては，年度途中での積立ても含めて，財政規律ガイドラインの目標値である４０億 

円を確保していきたいと考えております。これらを踏まえ，前年度繰越金活用計画に基 

づき，平成２６年度の年度途中においても，基金へ積立てを行いましたが，今後も，各 

年度の実質収支については，基金積立てに優先的に配分するという考えのもと，中長期 

的な財政基盤の強化を図ってまいります。次に，収支均衡に向けての調整方針について 

であります。現在，財政フレームの修正作業を進めているところですが，平成２７年度 

の歳入見通しとしては，個人市民税や地方消費税交付金の増などにより，一般財源総体



では現行の財政フレームより上回る水準を見込んでおりますが，一方，歳出では，現行 

の財政フレームで見込んでいない財政需要が，歳入増を上回る水準であることから，先 

に述べたような財源不足が生じている状況にあります。今後の収支均衡に向けては，歳 

出の抑制として，これまで以上に，「選択と集中」により，事業の優先度や，内容，規模， 

効果を厳しい視点で精査するとともに，事業の優先度を勘案した進捗調整を行ってまい 

ります。また，全庁的に既存事業の見直し・改革・改善の取組や，経費縮減の取組を推 

進するとともに，新規・拡充事業については，制度改正により実施が義務付けられてい 

る事業や，基本計画で定められる事業など，実施する事業を厳選してまいります。 

引き続き，情報共有を図りながら全庁一丸となって，収支均衡に向け，総合的な調整に 

取り組んでまいります。次に，消費税率の引上げと法人市民税率引下げに伴う影響につ 

いてであります。８パーセントへの消費税率の引上げに伴い，市の歳入の地方消費税交 

付金は，平成２４年度決算対比の通年ベースで１５億円程度の増収が想定されます。な 

お，変更初年度においては，交付金として配分されるまでのタイムラグが生じるため， 

平成２６年度の税率引上げ分としては６億円余の増と見込んでおります。一方，国の平 

成２６年度税制改正では，消費税率の引上げにより，自治体間の財政力格差が拡大する 

ことから，その偏在是正のため，地方法人税を創設し，法人住民税法人税割の一部を国 

税化し，地方交付税の原資に充てるとされました。そのため，調布市では法人市民税の 

税率引下げの条例改正を行いましたが，その影響額としては，年間で約６億円の減収が 

見込まれます。本改正は，平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度から適用され 

るため，平成２７年度の年度途中から影響を受け，通年ベースでは平成２８年度から影 

響を受けることとなります。以上のことから，歳出の消費税支払の増額分を踏まえても， 

両者の差し引きでは減収とはならないと見込んでおります。しかしながら，地方消費税 

交付金の増収分を充当すべき社会保障関係経費は年々増加傾向であることに加え，普通 

交付税の不交付団体である調布市にとって，法人市民税の一部国税化による減収影響は 

大きいものがありますので，こうした状況について，全庁で共通認識を持ち，自主・自 

立的な経営努力で対処すべく，引き続き，財源確保と経費縮減の歳入歳出両面からの取 

組を推進してまいります。 

次に，学校施設整備でありますが，小・中学校施設の整備については，現行の基本計 

画においても，重点プロジェクト事業の一つに位置付けており，調布市公共建築物維持 

保全計画に基づき整備・改修に取り組んで参りました。年度によっては，維持保全計画 

策定当初になかった小・中学校の不足教室への対応や，老朽化の状況など優先度合によ 

り一部，計画の進捗調整をしながら，学校施設の維持・保全に向け取り組んでいるほか， 

必要に応じ避難所機能の向上やバリアフリー対応への配慮に努めて参りました。 

平成２７年度における市政の経営方針におきましても，公共建築物維持保全計画につ 

いて，基本計画の修正と連動した時点修正を行い，各施設の適切な維持保全を計画的に 

進めることとしています。その中で，特に学校施設の老朽化対策については，児童・生 

徒の安全確保の観点からもこれまでの取組状況と優先度等を踏まえた適切な維持保全を 

計画に位置付けるとともに，耐久性を踏まえた中長期的な対策を検討することとしてお 

り，施設改修の優先順位の見直しや財政フレーム等との整合を図りつつ，中長期を見据 

えた学校施設の維持保全について，基本計画の時点修正において，位置付けて参りたい 

と考えております。 次に，予算枠の確保についてであります。 

学校施設の老朽化対策については，児童・生徒の学習環境の改善や安全安心の確保の



ため，優先度の高い課題であり，計画的な維持保全を適切に進めていかなければならな 

いと考えております。学校施設の維持保全には，多大な財政需要が伴うことから，その 

財源として，国・都の特定財源の確保や，基金や市債を適切に活用する中で，各年度の 

一般財源ベースの平準化を図り，学校施設の維持保全を計画的かつ適切に実施できるよ 

う，一定額を修正基本計画事業に位置付け，財政フレームに盛り込むとともに，予算編 

成に反映してまいります。 

【教育部長答弁】 

私からは，学校施設整備についてお答えいたします。学校施設は，児童・生徒が学習や 

生活をする場であり，安全かつ安心な環境を整備することが第一であると考えております 

が，施設の約８割が築３０年，約半分が４０年以上を経過しており，老朽化が随所に表れ 

てきているのが現状です。その維持保全に関しては，屋上防水を始め，外壁，受変電設備 

等，損傷した場合，児童・生徒の安全だけではなく，学校のカリキュラムなど，学校の運 

営に大きな影響を及ぼすものについては， 適切に予防保全をしていくことが最優先である 

と認識しております。特に屋上防水，外壁，受変電設備については，公共建築物維持保全 

計画に位置付けた耐用年数のほか，劣化状況の調査を実施し，適切な予防保全ができるよ 

う，基本計画の時点修正に合わせて，改修優先順位を再設定しているところです。可能な 

限り，計画的な更新年数による改修を実現することを目途とし，計画に位置づけを行うよ 

う，関係部署と調整を進めているところです。学校施設の避難所としての機能向上につき 

ましては，多目的トイレの整備や，マンホールトイレの設置など，避難所機能を向上させ 

る工事を現行基本計画に位置付け，次年度から計画的に工事を行えるよう，関係部署と調 

整を進めているところです。体育館の非構造部材の耐震化につきましては，代表的な非構 

造部材として，天井，照明器具，窓ガラス，外壁等があります。このうち，天井及び照明 

器具については，今年度実施した，神代中学校の吊り天井の改修工事で，すべての学校の 

落下防止対策が完了しました。また，今年度，中学校３校の体育館窓ガラス飛散防止フィ 

ルム貼り付け工事を実施しております。今後も，非構造部材の耐震化については，できる 

だけ速やかに実施できるよう，また大規模な改修が必要なものについては，国や都の補助 

制度を活用しながら計画的に実施できるよう，関係部署と調整し取り組んでまいります。 

【総務部長答弁】 

私からは， 女性職員の活躍促進に向けた職場環境の整備について， お答えいたします。 

調布市では，メンター制度の運用や，女性のためのキャリア開発セミナー研修の実施 

など，女性職員の職務意欲の向上や昇任意欲の喚起に意を用いてきました。また，御質 

問の女性職員が安心して働ける職場環境の整備につきましては，「調布市特定事業主行動 

計画 第四次行動計画」において，子育て支援制度の整備のほか，育児休業等を取得し 

ている職員に対する市政情報の提供や，通信教育講座の受講案内等を行うほか，女性職 

員の円滑な職場復帰，育児休業中等における職務意欲の維持・向上に取り組んで参りま 

した。現在，平成２７年度からの「第五次行動計画」の策定に向け，庁内検討委員会に 

おいて検討作業を進めているところではありますが，この計画では，子育てに関する制 

度等の周知や男性職員の子育てへの参加促進等，これまでの成果を引継ぎつつ，女性職 

員の活躍促進に向けた取組について反映させて参りたいと考えております。具体的には，



国が示した行動計画策定指針を踏まえ，在宅勤務やテレワークなど，多様な働き方に向 

けた選択肢の拡大や，育児休業中等における任期付職員の代替配置の活用等について， 

導入に向けた検討を進めて参ります。 なお， 国会へ提出され， 審査未了となりましたが， 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」の中では，国，地方公共団体等 

に対して，女性の活躍に関する状況の把握，改善すべき事情についての分析，これらを 

踏まえたうえで「女性の活躍促進に向けた事業主行動計画」の策定，公表が義務付けら 

れることとされております。 このため， これらの動向にも注視しながら， 市においては， 

女性職員の活躍促進をこれまで以上に重要な課題と捉え，平成２７年度からの「第五次 

行動計画」の中において，具体的な取組を位置づけ，積極的に取り組んで参りたいと考 

えておりますので，御理解くださいますようお願いいたします。 

【福祉健康部参事答弁】 

私からは，介護保険についてお答えいたします。 

初めに第６期高齢者総合計画についてであります。認知症高齢者の実態把握についてで 

すが，高齢者人口の増加，とりわけ７５歳以上の後期高齢者の人口の増加に伴い，認知症 

の高齢者がますます増加することが見込まれ，認知症に対応する施策の充実は重要である 

と認識しております。 

要支援・要介護認定を受けている方のうち，認知症により見守りや介護を必要とする人 

は，４，４８７人で，６５歳以上の高齢者全体の９．８５パーセントとなっています。 

介護認定等を受けていない高齢者に対しては，介護予防のための問診票を郵送し，介護 

予防のスクリーニングを行っていますが，約９，０００人が，介護認定を受けていない認 

知症の方または，軽度認知症障害と呼ばれる認知症予備軍の方と推測されます。これは， 

６５歳以上人口の１９．６パーセントに当たります。ただし，この問診票を返信しない方 

の中にも，認知症の方が含まれていると想定されることから，要介護認定者も含めて何ら 

かの認知症の症状がある方は高齢者の３割を超えるものと推測されます。 

認知症は誰でもなり得る病気であり，今後ますます増える高齢者に対応するため，第６ 

期総合計画の中でも，認知症施策の充実に取り組んで参ります。 

次に公聴会の進め方についてお答えいたします。 

計画策定に当たっては，広く市民の意見を伺い，反映させる必要があると認識しており 

ます。公聴会においては，介護保険サービス事業者調布連絡協議会や介護支援専門員調布 

連絡協議会をはじめ，関係する団体に広く参加を呼びかけて参ります。また，公聴会にお 

いて，できる限り具体的な意見や提案をいただけるよう，あらかじめ資料を提供し，意見 

を求めるなど，積極的な発言を促す取組を行って参ります。 

また，ご意見につきましては，来年１月開催予定の調布市高齢者福祉推進協議会におい 

て審議を行い，計画に反映させるほか，頂いたご意見に対する市の考え方について，市の 

ホームページ等で公表して参ります。 

次に日常生活圏域の方向性についてお答えいたします。 

現在の高齢者総合計画では，市町村介護保険事業計画に定める日常生活圏域を市の東西 

南北の４つに分けて設定しており，サービス基盤の整備を進めるうえで，この４つの圏域 

を目安に全体のバランスを配慮しながら，計画的な施設整備に努めているところです。 

現状としては，この圏域のほか，地域包括支援センター，民生児童委員，地区協議会な 

ど様々な活動区域や地区割があり，それぞれ社会的資源として地域を支える方々のつなが 

りを有しています。



今後，地域包括ケアシステムの構築を進める中で，地域での社会的資源の相互のつなが 

りや支え合いをより強化していくため，地域の活動と地区割を連動させる必要があると認 

識しております。 

第６期においては，地域の意向や特性を生かしつつ，４つの圏域の考え方をベースに， 

圏域の段階的な見直しの検討を進め，将来的には，基本計画における 

１０の基礎的地域に合わせていくことが可能か，調整を進めて参ります。 

次に地域福祉コーディネーターの配置についてお答えします。 

地域福祉コーディネーターにつきましては，これまでのモデル事業としての活動実績か 

ら，地域の中での支援や課題解決に一定の成果を上げているものと認識しております。今 

後の高齢福祉施策の推進においても，その役割はますます重要になると考えております。 

今後，地域包括ケアシステムの構築に向け，基本計画における１０の基礎的地域での効果 

的な配置を検討し，事業の充実を図って参りたいと考えております。 

次に介護保険料についてお答えいたします。 

介護保険料は，計画期間３年間の介護保険総費用をもとに算定します。第６期の計画に 

おける介護保険料につきましては，高齢者人口の増加に伴う要支援・要介護認定者の増加 

とそれに伴う介護保険サービス給付費の増加に加え，６５歳以上の第１号被保険者の負担 

割合が２１パーセントから２２パーセントに引き上げられることや，特別養護老人ホーム 

や地域密着型サービスの基盤整備により，現段階では，第５期基準額の月額４，８００円 

から概ね１，０００円前後の上昇を見込んでいます。なお，基準額につきましては，平成 

２６年度第７回調布市高齢者推進協議会の中でもお示ししております。 

次に介護サービスの質の向上についてです。 

第６期高齢者総合計画において，介護保険事業を円滑・適正に運営するためには，介護 

給付の適正化およびサービスの質の向上が重要となります。 

現在，介護サービスの質の向上に向けて，介護支援専門員調布連絡協議会，介護保険サ 

ービス事業者調布連絡協議会，地域密着型サービス事業所等において，認知症ケアに関す 

る専門研修や講演会などが実施されております。市といたしましても，引き続き，ケアマ 

ネジャーや事業者の質の向上に向けた取組に対し支援して参ります。 

また，市では福祉人材の研修体制全般を再構築し，福祉人材の養成拠点を整備すること 

を検討しております。その中で，議員ご提案の「人と人との絆」を大切にした認知症ケア 

を行う「ユマニチュード」の技法を導入するなど，市内の介護現場や在宅介護において， 

この技法が有効に活用されるよう検討して参ります。


