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2014 年９月議会 

元気派市民の会 

１． 市政経営について 

(1)総仕上げと位置づけた今後４年間の市政経営について 

ア基本計画見直しについて 

７月の市長選で当選された長友市長は４期目という長期政権になりますが、９月議会は４ 

期目最初の一般質問です。私は市長の 3 期 12 年最後の 6 月議会では、4 期目の出馬を前に、 

３期１２年間での公約をどう評価されているのか、また市長任期と連動して基本計画を見直 

すとされていましたが、長期政権下における変革を、何をどのように、なし得ていくのか、 

何を継続して行くのか質問しました。その後、7 月選挙で再選され 4 期目がスタートしまし 

た。９月議会は再選された市長が総仕上げと位置づけた今後４年間の市政経営の舵取りをど 

うされるのか市民に説明する場でもあります。選挙という市民の直接の声を受け止める場も 

経験された中、自治基本条例に沿って市政運営されると思いますが、自ら総仕上げという言 

葉で表現されているこれからの４年間の市政に対して、どういう考えで臨み、市民に何を約 

束され市政運営を進めていくのか、わかりやすくお聞かせ下さい。 

市長が総合計画策定時にこだわったのは市長任期と基本計画を重ねていくことでした。市 

長は魅力溢れる豊かなまち調布を目指し、利便性と快適性を備えた２１世紀のまちの骨格づ 

くりの総仕上げをすべく、これまで取り組んできた４つの重点プロジェクトも含めて基本計 

画に反映するよう計画的に取り組むと答弁していますが、改めて市長が優先する重点化すべ 

き施策については何とお考えでしょうか。 

私は、最近市長の言動が調布駅を中心とした中心市街地におけるハードのまちづくりが強 

調されすぎているように、その点について危惧しています。２５年度決算が赤字ではなかっ 

たからと言って、解決しなければならない先送りしてきた学校施設の維持補修、足りない保 

育施設等々市民の暮らしに係る課題解決については、どう位置づけ、財源手当てをしていく 

おつもりでしょうか。 

市長が総仕上げと位置づけた４年間に何を実現していくのか、裏返せば、その事業はどの 

ような形で財源確保して実行していくのかをセットにして考えていく必要があります。そこ 

で、まず４年間の財政計画を作成する基本的な視点は何か、どう考えて実行されるのかお聞 

かせ下さい。平成２５年度の実質収支が増加し、基金を充実されていくようですが、財政計 

画では、それをどう活用されるのでしょうかお答え下さい。 

イ公共施設整備について 

現在、市が策定している公共建築物維持保全計画は、建物の現状の維持を基本とした維持保 

全計画です。その中には、以前から指摘してきましたようにバリアフリーへの配慮など機能 

変更などについては含まれていません。当然ですが、維持保全などが必要なのは公共建築物 

だけではありません。そう考えると、建築物については、バリアフリーや非構造部材の耐震 

性への対応のほか、道路、河川などの公共施設も含めた総合的な維持保全計画を策定すべき 

ではないでしょうか。 

先程もお話ししてきましたが、今後策定しなければならない総合的な維持保全計画を策定す 

るためには、従来ある財産の調書に記載されている土地や建物に関する資料は残念ながら役 

に立ちません。資産を会計的に管理する帳簿が存在していないからです。実地の棚卸しが十
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分なされないまま、固定資産の管理は放置されているも同然です。ライフサイクル・コスト 

どころか、維持保全のコストさえ把握が十分にできないのです。公共施設は市民・都民・国 

民の税金が公共施設という形になったものですが、これは適切な維持補修によって長く使い 

続けていかなければなりません。しかし例えば、家屋が築２０年を経過した頃から大規模な 

修繕が必要になるように、公共施設も維持補修費が時間の経過が長くなると多額の費用がか 

かることを考慮すれば、様々な公共施設を有する行政はそのための費用を準備しておかない 

と大変な事になってくる訳です。今後、国は「公共施設等総合管理計画」の策定を要請して 

きます。市は公共施設白書の策定に向けた作業を進めていますが、ライフサイクル・コスト 

を掴むべく単年度主義の現金主義会計を補完する意味からも中長期的な財政運営を考え、確 

実に維持保全に要する財源確保をしていくためにも、公共施設にふさわしい減価償却の考え 

を徹底すべきではないでしょうか。 

ウ女性登用について 

今般政府は内閣改造を行いましたが、その大きな特徴は女性閣僚が５名となった点です。女 

性の登用をあらゆる分野で進めていくという政府の方針を体現させ、トップリーダーの方針 

を国民に見える形で示した事例です。翻って見ると、調布市では長友市長が女性助役を掲げ 

て当選されてから女性登用は進んできたと言えるでしょうか。これまで先進自治体の事例を 

紹介もしてきましたが、審議会等の女性の割合も目標年度を先送りするなど、抜本的な課題 

解決に取り組まれることなく過ぎてきています。私は先の６月議会で、４期目の市長選に立 

候補する市長に一般質問しましたが、その際に、女性政策の旗を降ろしたのかお聞きしまし 

た。 世界を見てきたからこそビジョンがあるという市長の女性政策への決意を再質問した所、 

「女性の登用という視点から、市を挙げて取り組む大きな課題、国の動向を見ると本格的に 

取り組む姿勢がはっきり示されたので、それに呼応した対策をとっていきたい」といった趣 

旨の答弁もありました。本気で取り組むと受け止めて良いかとの質問に、「そう受け止めて頂 

いて結構です。」との本会議におけるお話しもあったので、私は市長公約にこの点も加わった 

と認識している次第です。 

しかし、平成２５年度調布市男女共同参画推進プランの実施状況を見ますと、４分野におけ 

る基本目標の実施状況は課題が見て取れる数値でした。特に男女共同参画社会への体制づく 

りで設けられた指標にある審議会や委員会における女性の割合は、31.0％と前年度より 1.2 

ポイント下がり、かつて 17 年度には 36.3％でしたが、プラン策定時の２２年度の数値に後 

退、基本計画における男女共同参画推進社会への推進体制づくりで定めたまちづくり指標と 

なっている男女共同参画推進センターを知っている市民の割合も、29.3％と基本計画策定時 

の２４年度の 32.8％を 3.4 ポイントも下回る 29.3％という残念な結果でした。しかし、その 

目標に対する主な施策評価結果を見ると、どちらも◎になっています。この評価基準に採用 

されている事業評価の配点では、何が課題か明確に捉えにくく改善点を見出して是正してい 

く資料として活用するのは難しいと考えます。そもそも事業報告には、参加者の男女比も殆 

ど記載されていません。 表題にあるように、「未来に向かって進めよう、 ともに参画するまち、 

調布」実現に向けての本気度が問われる所です。今回の内閣改造にも見られるように最高責 

任者の意思でリードできるのが女性を登用する政策です。少子高齢化時代、持続可能な社会 

を形成していくためにも社会を構成する半分を占める女性からリーダーを輩出していくこと 

は重要なファクターですが、総仕上げと位置づけたこの４年間で成果を出すとすれば具体的
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な目標を示して努力すべきと考えますが、どのような具体的な目標を掲げ女性登用を実現さ 

れていくのかお聞かせ下さい。 

女性が管理職への意欲を持ちにくいのは、男性が長時間働く現状の中で家事や育児の負担が 

女性に偏っている実態があると考えますが、女性職員の登用を進めるために市としては何が 

課題だと認識しているのでしょうか。また、課題解決の方法としてどのような具体的な方策 

を持って推進していくのか、お聞かせ下さい。 

(2)平成 27 年度の予算について 

ア予算の優先順位について 

２１世紀のキーワードは開発ではなく、持続可能な共生社会だとも言えます。調布市は住民 

自治を実現していくための自治基本条例を制定していますが、当然ながらまちの主役、自治 

の主役は市民です。行政は納税者・主権者である市民の意思に基づき、市民のための仕事を 

する地方政府です。市民である私達は自分たちのまちは自分たちでつくる自主・自立の精神 

と責任を持って、共に力を合わせながらまちづくりに取り組む必要があります。政府は経済 

優先の政策を提案して進めていますが、更なる消費税の増税が予定されている一方で、地方 

法人税の改正による減収要因もあるなど次年度の歳入見込みがどうなるか不透明です。市長 

は、これまで市政の改革と市民生活を大切にすることが市政経営の原点であり信念とお話し 

されてきました。今議会で子どもの貧困問題が取り上げられていますが、これは大人社会に 

広がってきている格差社会の反映とも言えるのではないでしょうか。翻って見れば市民生活 

の現状はどうなっているでしょうか。市役所は、市民のための仕事をする地方政府として市 

民の暮らしを大切にした市政運営を行うのが第一義です。市民が安心して暮らせる持続可能 

な地域社会、調布市の基本構想にある「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調 

布」を実現していくためには、まずは安心・安全なまちづくりを優先する必要があります。 

私達は東日本大震災以降、様々な自然災害が各地で起きている事に大きな不安を覚えていま 

す。 調布市でも突然の雹による被害の爪痕が今も様々な形で残っています。 農産物への被害、 

そして学校施設の雨漏り問題がありました。また、介護保険については大きな制度改正が提 

案され、市町村への負担がどうなっていくのか懸念されています。市民生活を大切にするこ 

とが市政経営の原点であり、信念だと話されてきた市長が現在、考えている予算配分として 

の施策の優先順位の考え方・視点についてお聞かせ下さい。次に市長の総仕上げと位置づけ 

た４年間を踏まえたうえで、平成２７年度予算のなかで優先すべき課題は何とお考えでしょ 

うか。 

イ老朽化が進む学校施設の整備について 

市長は未来の社会を担う人材を育てる大事な場である学校で、雨漏りなど建物としての基本 

的な機能が確保されていない現状をどう考えているのでしょうか。最近の行事での挨拶は、 

まちづくりが進んできていることや、国体を踏まえたオリンピックに向けてというトーンの 

メッセージをよく耳にしますが、現在着々と進む駅前整備の陰で、雨漏りした校舎や、すで 

に建て替え時期に来た老朽化した校舎で学んでいる子ども達にはどういうメッセージを送る 

のでしょうか。まず平成 27 年度にも早急にすべての学校の補修をすべきではないでしょう 

か。避難場所としての機能も求められる学校は、市民にとって最も重要不可欠な公共施設で 

す。維持保全だけではなく，バリアフリー、環境対策、災害時等の非常時対応などの幅広い
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機能が必要ですが、今後学校の改修にあたってはどう取り組むのでしょうか。また、屋上へ 

の太陽光発電設備と蓄電池の設置は災害時の対応として必須です。設置に向けて、どう計画 

化していくのかお聞かせ下さい。 

２． 福祉政策について 

(1)第六期高齢者総合計画について 

ア今後の進め方について 

６月議会では、第６期高齢者総合計画に関して、課題と解決策をどう計画に反映していくの 

かお聞きしましたが、いずれ実現可能な計画にするには、作業部会設置するなど一工夫する 

必要があると考えます。また可能で有ればパブリックコメントを出す前段階で、関係諸団体 

等に対して保険料も含めた素案を示し公聴会等も開き意見をもらい計画に取りこぼしがな 

いよう丁寧なまとめをされていく必要があると考えますが、どのように進めていくのでしょ 

うか。国の方針が漠然としている今、具体的な施策が盛り込みにくいことは承知しています 

が、地域支援事業の３０年からのスタートを考慮すれば３年間に必要と思われる事業等、策 

定後も確実に実行できるよう計画の推進事項に、常設の高齢者福祉推進協議会が必要に応じ 

て提言して進行管理できるような項目を盛り込むべきではないでしょうか。 

市の総合計画には広域的地域として市を４地域に区分した地域別計画が載っています。地域 

福祉計画には日常生活が充足される基礎的な生活圏域として１０地域の地域別施策が示され 

ています。第６期の計画は地域包括ケアシステムが機能するよう努める年度でもあります。 

そう考えると、今後地域支援事業を推進していくためには、まず地域資源を掘り起こしてサ 

ービスに繋げる必要がありますが、それぞれの圏域によって事情も異なることからも地域に 

合わせた計画にするには地域福祉計画にある１０地域別に実行できる内容を付加した計画 

にするべきだと思いますがいかがでしょうか。 

在宅介護を前提とした場合、介護者支援は必須です。様々な介護者支援の施策展開が望まれ 

ます。特に国も推奨する認知症カフェを明確に位置づけ、市が主体的に係わり、カフェ開設 

に向けた講座等様々な支援することを計画に書き込むべきではないでしょうか。 

ウ地域支援事業を担う組織体制について 

３０年に正式スタートする地域包括ケアシステムの構築に当たって組織体制の充実は不可欠 

です。前回の質問で検討するとの答弁でしたが、基本計画を見直ししている今、高齢福祉担 

当所管部長を置き、支持命令系統を明確化し施策を推進するためにも、組織体制の強化を図 

っていくべきではないでしょうか。介護保険の保険者である市は自らの責任を持って市民の 

立場に寄り添って「介護の社会化」からスタートした介護保険を維持していく姿勢が問われ 

ますが、市では地域支援事業を具体的に支えるため、どのような組織を想定しているのでし 

ょうか。 

監理団体を想定しているなら前回の質問から要支援の方は市内に３０００人が想定され、今 

後増えていく事を考えると、市が保険者として主体性を持って想定する組織にテコ入れして 

いかなければ組織が持たないのではと危惧します。市の福祉管理職等経験した市政にも制度 

にも精通した実力のある人材を期限限定で補強し、体制整備して３０年を目指していく責任 

が市にはあると考えますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。
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ウ日常生活圏域について 

調布市には、地域包括支援センターの圏域、民生委員の圏域、地域福祉計画にある圏域など 

様々な圏域が存在していますが、今回の地域包括ケアシステムを進めて行くに当たって整理 

することが必要になってきました。地域福祉計画にあるように日常生活が充足される基礎的 

な生活圏域として１０地域の地域別施策展開にあわせ福祉政策が一本化して進められる圏域 

に集約していく時期になってきました。第６期計画策定のこの時期に見直すべきと考えます 

が、どのような考え方で見直しを検討していくのでしょうか。地域支援事業を担う人材とし 

て、地域福祉コーディネーターは行政評価でも設置が評価されていて拡充事業になっていま 

す。地域支援事業は３０年にスタートします。それまでに早期に全地域に配置すべきと考え 

ます。地域によってタイムラグがあることは施策展開にも支障が出ると思います。 

人材確保について、多様な方法で人材確保していくべきではないでしょうか。中途採用も含 

めて民間活用もあり得るのではないでしょうか。今回、国は地域支援事業の円滑化について 

地域支援コーディネーターの配置を明記していますが、調布市としては地域福祉コーディネ 

ーターと生活支援コーディネーターを、 どう位置づけていくのでしょうか。市民にとっては、 

様々な役職が登場すると混乱してしまうことも考えられます。地域包括支援センターでは、 

この機能を補うことはできないのでしょうか。この機能は別々なのでしょうか、別であると 

すれば、どう考え、どのセクションで採用し配属していくのでしょうか。 

(2)介護医療拠点の体制づくりについて 

ア地域医療相談室の有効活用について 

在宅ケアを推進していく国の方針が出されています。医療につながらない認知症の方を支援 

するためにも介護と医療の連携は欠かせません。そう考えていくと、６市を所管する杏林大 

学病院だけに頼っていては不安です。１０万人に一カ所介護医療拠点が必要と聞いています 

が、調布市の市域はコンパクトです。地域医療相談室を介護と医療を結ぶ拠点に位置づけて 

現在ある機能を強化しながら、有効活用すべきではないでしょうか。 

イ地域資源を生かした医療体制の充実について 

計画策定を傍聴していても医療に対する支援に不安の意見も出されていました。前回も提案 

しましたが、 地域包括支援センターに認知症等医療問題に対応できる医師の配置が必要です。 

配置する医師との連携など地域によって異なると当事者が困るので、医師会でも共通認識を 

持って事業を推進していくよう医師会でも福祉・介護への理解を高め連携できるよう医師会 

内での啓発・連携等検討されることを前提に、 いずれ医療との連携は欠かせないことからも、 

まずモデル事業として地域包括支援センター一カ所からでもスタートしてはどうでしょう 

か。住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためにも、在宅医療の充実は欠かせません。調 

布市でかかりつけ医を営む医療従事者を市民の生活を支えるパートナーとして位置づけ、医 

師会、地域の病院がこれをサポートしていく体制づくりが今後重要になって参ります。その 

ためには、地域に精通した認知症サポート医を増やし、摂食嚥下機能を支援すべく、口腔ケ 

アも充実されるための講習会等医師会への支援など、市として地域包括ケアシステムが完結 

するよう計画に位置づけ推進すべきではないでしょうか。 

【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 

市政運営に関する御質問のうち，基本計画の見直しについて，お答えします。
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基本計画は，直近の市民ニーズを政策に反映しやすい仕組みとするため，市長任期と連 

動性を持たせた計画期間としたところであり，今年度，基本計画の修正に向けた取組を進 

めております。基本計画の修正については，本年５月に策定・公表した「基本計画の修正 

方針」にその基本的事項を示したところであります。現在，この修正方針に沿って，計画 

の時点修正に向けた取組を進めておりますが，修正基本計画においては，現行の基本計画 

の基本的な枠組みを引き継ぎつつ，各施策・事業の取組状況，計画策定後の市政を取り巻 

く社会経済状況の変化や制度改正， 新たな行政課題への対応など， 適切な対応を図るべく， 

計画の修正を行って参ります。計画修正に当たっての私の基本的なスタンスとしては，ま 

ず，市民の生活を大切にすること，このことは，私の市政経営の原点の一つであり，市民 

に最も身近な基礎自治体としての第一の責務であると考えております。 市民生活を支援し， 

市民の安全・安心を確保することを基調として引き続き取り組んで参ります。 

そして， 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 

仕上げを目指して参ります。京王線地下化に連動した駅前広場の整備や鉄道敷地の利用， 

その他都市基盤整備など， ２１世紀の調布のまちの骨格づくりを着実に前進させて参りま 

す。利便性が高く，文化的にも環境的にも恵まれたこの調布を，市民の皆様が安心して住 

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 

げていくため，市民とともに将来に向けて夢のあるまちづくりを進めることを基本に，引 

き続き全力で市政経営に取り組んで参ります。そうした中において，子ども・子育て支援 

新制度や，生活困窮者の自立支援，子どもの貧困対策，医療・介護制度改革など，市民生 

活に大きな影響を及ぼす制度改正についても適切な対応を図るとともに， ２０２０年東京 

オリンピックに向けたオール東京的な視点に立った施策展開などにも取り組んで参りま 

す。重点施策としては，現行の計画に位置付けた４つの重点プロジェクトを基軸に，これ 

まで力を入れて取り組んできた防災対策をはじめ， 保育園待機児童対策や教育環境の整備 

などの子ども・教育施策や高齢者施策，京王線の地下化に連動する都市基盤整備などに優 

先的に取り組んで参りたいと考えておりますが，今後の計画期間内においては，景気回復 

の期待感はあるものの，見通しはなお不透明であり，今後修正する財政フレームとの整合 

性を十分確保するなかで，必要な見直しを行って参ります。 

各施策を展開していくうえでは，これまでも，市民参加と協働で丁寧なまちづくりを進 

めてきましたが，今後も，市民主体の活動がさらに発展するよう，地域コミュニティにお 

ける地区協議会や自治会，各種ＮＰＯ法人，ボランティア組織等を支援し，参加と協働の 

まちづくりを進めて参ります。また，中・長期的な将来見通しを踏まえた持続可能な市政 

経営に向けた行財政改革についても，不断に取り組んで参りたいと考えております。 

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，市政運営に関しての御質問のうち，今後４年間の市政経営における財政フレ 

ームの時点修正の基本的視点と公共施設整備について，及び平成 ２７年度予算における 

優先順位についてお答えいたします。 はじめに， 財政フレームの時点修正についてですが， 

その基本的な視点としては， 現在の財政フレーム作成時の視点と同様， 市税収入の動向や， 

人口の高齢化，社会保障関係経費の増加などを中長期的に見通しながら，限られた財源の 

中，今後の財政需要を見据え，施策・事業の優先度に応じた必要な経費を想定するととも
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に，財政の健全性を維持したフレームとしてまいります。また，現在の財政フレームでは 

見込んでいなかった消費税率引上げや法人市民税の一部国税化等の税制改正の影響，新た 

な動向への対応などを反映して作成いたします。各年度の実質収支については，これまで 

と同様，計画期間においても，年度途中での基金積立ての原資として優先的に活用するこ 

とを前提としてまいります。引き続き，財政規律を保持する中で，一般財源ベースでの平 

準化を図り，中長期的な展望を踏まえた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，公共施設整備について，お答えします。市では，公共施設を適切に維持保全するた 

め，３００を超える公共建築物を対象として，平成２１年度に調布市公共建築物維持保全 

計画を策定し，計画的な施設の維持保全に取り組んでおります。 また，公共建築物のほ 

か，橋梁，下水道，公園等のいわゆるインフラ施設についても，各部門において長寿命化 

修繕計画を策定し，適切な管理に努めているところであります。道路についても今年度か 

ら路面下の空洞調査を開始し，道路ストック点検を進め，計画的な修繕に取り組んでいく 

予定としております。こうした各施設の維持保全等の調査，計画を踏まえ，中長期におけ 

る事業量，事業費，財源確保状況などを総合し，基本計画に位置付けて計画的に取組を進 

めているところであります。さらに，基本計画で重点プロジェクト事業の一つに位置付け 

た小・中学校施設の整備において，防災機能の向上についても計画的に取り組んでおり， 

バリアフリー対応にも配慮した整備を推進しております。 

公共施設の維持保全等にかかる経費の財源については，特定財源の確保や市債・基金の適 

切な活用により，各年度の必要事業量を確保するとともに，一般財源負担の平準化を図る必 

要があります。現在，公共施設整備基金については，財政規律ガイドラインにより，減価償 

却費の一定割合の積立てを目標としておりますが，施設の老朽化が進んでいることから，今 

後の維持保全にかかる必要額に対比すると，その残高は不足している状況であります。 

今後，公共建築物の維持保全計画やインフラ資産の長寿命化などの諸計画に基づき，計画 

的な維持保全を行っていくためには，中・長期的な備えとして，公共施設整備基金の充実が 

不可欠であります。このため，財政規律ガイドラインにおける公共施設整備基金の「基金ス 

トック・利活用」については，財政フレームの時点修正と併せ，中長期的な公共施設の維持 

保全に必要な事業費をふまえ， 減価償却の考え方の視点もより一層持ちながら検証したうえ 

で，見直していきたいと考えております。また，公共施設については，現在，各施設にお 

ける管理運営状況や利用状況などの基礎調査及び課題整理を進めております。その調査結 

果等を平成２７年度に公共施設白書として取りまとめ，その後，白書を踏まえ，公共施設 

の将来的な適正配置と効率的な運営の実現を見据え，今後の公共施設の在り方を検討して 

いくこととしております。 

これらの取組と併行して， 引き続き， 公共建築物維持保全計画をはじめとする諸計画を， 

随時時点修正しながら，公共施設等の維持保全に努めるとともに，国が地方自治体に示し 

ている公共施設等総合管理計画の策定については，今後修正する行革プランへの位置付け 

を含め，国の動向などを引き続き注視しながら，検討を進めて参りたいと考えております 

ので，御理解賜りますようお願いいたします。 続きまして，平成２７年度予算の優先順 

位についてであります。平成２７年度予算編成につきましては，修正基本計画の計画期間４ 

か年の初年度として， 基本計画及び財政フレームの時点修正と連動したものとなって参りま 

す。そのため，修正基本計画において，重点プロジェクトに位置付けた各施策を着実に推進
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するとともに， 市民の安全安心の確保と市民生活支援等に継続的に取り組んでいく必要があ 

ります。また，公共建築物，中でも学校施設の老朽化対策については，児童・生徒の学習環 

境の改善のため，優先度の高い課題であると認識しております。 

こうした課題認識を踏まえ，計画期間４か年を見据えた平成２７年度予算の優先課題とし 

ては，修正基本計画に基づき，先ほど申しあげた各取組や新たな課題への対応を推進するこ 

と，マイナンバー制度への準備，子ども・子育て支援新制度の開始をはじめ，福祉・子ども 

分野等の制度変更への対応を着実に取り組むことなどが想定されるところですが，今後，基 

本計画の時点修正を踏まえ，具体的な検討を進めて参ります。 

市政を取り巻く経済状況としては，景気回復の兆しはあるものの，４月から実施された消 

費税率引上げに伴う地域経済や市政への影響など，景気の見通しはなお不透明な状況である 

とともに，今後の消費税率引上げの動向を注視する必要があります。 

今後，予算編成方針の内容や具体的な取り組みなどを定めて参りますが，限られた財源の 

中，選択と集中の視点から，事業の優先度や事業効果を精査し，引き続き，市独自の財政規 

律に基づく財政の健全性を保持する中で，効果的，効率的な予算編成を行って参ります。 

【総務部長答弁】 

私からは，女性職員の登用について，多少順番が前後しますがお答えをいたします。 

初めに，女性職員の登用に向けた課題認識と取組についてであります。 

分権型社会の進展をはじめ，少子高齢化，人口減少社会の到来等，市政を取り巻く社会構 

造や経済状況の変化に伴い，市政を担う人材として，様々な行政課題に柔軟に対応できる専 

門性や能力を有する人材の確保と育成は，喫緊かつ重要な課題と捉えております。 

特に， 経験年数が１０年未満の職員が約４割を占める調布市において， 若手職員の育成は， 

将来展望を持って計画的に取り組むべき課題であります。 

また，ご質問いただいた女性職員の登用につきましては，調布市は，管理職や係長職に占 

める割合は，２６市において，高い状況にありますが，これまで以上に女性職員を管理職や 

係長職に登用していくためには，職務意欲や昇任意欲を向上させる取組とともに，子育て支 

援制度の整備など仕事と生活の両立支援を一層推進していくことが課題であると認識してお 

ります。 このため，「第２期調布市人材育成基本方針」の個別プランに位置づけた「チュー 

ター制度」や「職員のキャリア目標の経年的管理」，「自己啓発休業制度の導入」などにより， 

仕事へのやりがいや意欲を高める仕組みづくりを進めて参ります。 

また，平成２６年度においては，ワーク・ライフ・バランスの実現や働きやすい職場環境 

の整備を進めるための具体的な方策を検討し，第５次の調布市特定事業主行動計画に位置づ 

け，女性職員が安心して働ける職場づくりをさらに進めていきたいと考えております。 

次に，今後４年間の女性職員の登用に向けた具体的な目標設定についてであります。「第２ 

期調布市人材育成基本方針」においては，係長職短期昇任試験選考の申込率を平成３０年度 

に４０パーセントにすることを成果指標の目標に掲げています。この目標は女性職員に限定 

したものではありませんが，すでに男性職員が４０パーセントを超えている現状から目標達 

成に向けては，現在１０．９パーセントとなっている女性職員の申込率を，今後増やしてい 

くことが必要と考えており， 女性職員の登用に向けた取組を積極的に進めて参ります。 また， 

現在，国においても女性職員の登用に関する動向は活発化してきておりますので，国におい 

て検討されている各種施策の動向にも注視しながら，新たな目標設定について検討して参り
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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。 

【生活文化スポーツ部長答弁】 

私からは，審議会等への女性の登用における課題と課題解決に向けた取組についてお答 

えします。 市では，「調布市男女共同参画推進プラン（第４次）」を策定し，「男女共同 

参画意識を育むための体制づくり」を重点プロジェクトに位置付けております。その中で 

「市の審議会や委員会における女性の割合」を指標に設定し，平成３３年度の到達目標値 

を４０パーセントとしておりますが，今年４月時点での女性の参画率は３０．５パーセン 

トであり，ここ数年，概ね３０パーセント前半で推移しております。 

現在，市の審議会や各種委員会の委員に各種団体等の代表者に就任いただくことが多く， 

当該代表者が男性である場合が多いことから，女性委員の参画率が高まらないことが要因 

として挙げられます。今後，女性委員を増やすため，審議会等委員の選出要件の見直しの 

ほか，女性が審議会などに参画するきっかけとなる講座・講演会の開催や情報提供を行う 

とともに，女性委員を登用する仕組みを検討・協議することにより，引き続き，推進プラ 

ンの目標達成に向けて最大限に努力して参ります。 

【教育部長答弁】 

私からは，老朽化が進む学校施設の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。そのため，基本計画及び公共建築物維持保全計画に 

基づき，計画的な整備及び改修を行うこととしています。 

一方で， ６月２４日の降雹による一部学校での想定外の被害をうけ， 屋上防水を始め， 

外壁，受変電設備等の，損傷により学校運営に大きな支障をきたすものについて，予防的 

に改修していくこと，いわゆる「予防保全」の重要性を再認識しました。このことから， 

基本計画の時点修正に合わせて，学校施設の雨漏りについて，公共建築物維持保全計画に 

位置付けた屋上防水の耐用年数を踏まえた改修工事のほか，劣化している箇所を調査し， 

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してまいります。次に， 

学校施設の機能の追加についてです。学校施設につきましては，これまでも，児童・生徒 

だけではなく，災害時に避難所として，高齢者や障害者なども安心・安全に利用すること 

ができるよう，バリアフリーに配慮しながら，整備を推進してまいりました。今年度は， 

４校で設計を行うこととしており，今後も，多目的トイレへの改修等誰もが安全に利用し 

やすい施設の整備を含めた避難所機能の充実を進めてまいります。最後に，太陽光発電設 

備の設置についてです。太陽光発電設備の設置については，災害時における電力を確保す 

る一助となると考えており，これまでは，校舎増築工事等に合わせて，国の交付金を活用 

し，２８校中７校に設置してまいりました。今後の設置については，屋上防水の現状や， 

設置方法等多くの課題があり，全校での設置は，時間がかかると考えておりますが，引き 

続き進めてまいります。 

なお，災害時における必要最低限の電力確保として，天候等に左右される太陽光発電設 

備と併せ，安定した電力供給を目的とした，可搬式発電機を有効利用できるよう，設備の 

整備を検討してまいります。 

【福祉健康部参事答弁】
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私からは第６期高齢者総合計画についてお答えいたします。 

まず，今後の進め方についてです。 

平成２７年度からの３か年を計画年とした次期高齢者総合計画の策定に当たっては，調 

布市高齢者福祉推進協議会にて，議論を重ねているところです。議員よりご提案のありま 

した，作業部会等を設置した計画の推進についてですが，調布市では，高齢者福祉推進協 

議会に加え，個別の議論の場が必要と考えており，そのため現在，圏域の設定やボランテ 

ィアの掘り起こしや育成，市民参加手法の開発等，具体な施策について，関係者による会 

議を開始したところであります。第６期計画期間中は，これらを作業部会として設置して 

いくことを予定しています。 また，今後，計画の素案を作成したうえで，市民や関係機 

関等を対象に，公聴会を開くとともにパブリックコメントを実施して参ります。 

第６期高齢者総合計画を進めるにあたっては，計画期間中に開催する高齢者福祉推進協 

議会において，進捗状況を報告し，検証・提言をいただきながら進行管理して参ります。 

次に，計画に地域別方針を付加することについてですが，地域福祉活動計画や調布市民 

福祉ニーズ調査により把握している地域ごとの社会資源や特性について，現在定めている 

日常生活圏域ごとにニーズを把握したうえで，資源の活用方法を創出し，計画に反映させ 

て参ります。地域包括ケアシステムの構築には，これからますます増加すると見込まれる 

認知症高齢者への対策が重要です。その家族介護者支援策として，認知症カフェは有効な 

方策であると認識しております。このことから，認知症カフェ等，当事者や家族を支える 

住民主体の取組を支援するため，認知症サポーター講座の充実化を図り，カフェの運営に 

携わる人材育成に取り組むことを計画に位置付けて参ります。 

次に，地域支援事業を担う組織体制についてです。総合事業への移行をはじめとする大 

幅な制度改正に適切に対応するためには，福祉や介護に精通した職員の配置なども視野に 

入れ，計画を確実に進める体制づくりが必要であると考えております。担当部長の設置や 

地域包括ケアの推進に特化した部署を新たに創設するなどの組織体制の強化については， 

今後，医療，介護，生活支援，認知症対策など地域包括システムへの対応に向けた事業を 

準備していく中で，効果的な体制や組織づくりについて検討して参ります。 

監理団体の人材の強化についてですが，今後の総合事業の実施に当たり，そのサービス 

提供者のひとつとして調布ゆうあい福祉公社や調布市社会福祉協議会などの活用を想定 

しております。総合事業の類型に合わせたサービスを監理団体が提供できるよう，人材育 

成についてその体制を検討して参ります。 

次に日常生活圏域についてです。 

これまで，市では，それぞれの分野で圏域を定め，施策を展開して参りました。そのため，支 

援を求める際などに，圏域が異なることから，情報交換や協力，連携を図るうえで困難が生じて 

います。 

地域包括ケアシステムでは，地域の特性に合わせた社会資源の創出や，サービスをコーディネ 

ートし提供することが必要となることから，地域における連携を進めるため，今年度から，関係 

する部署及び関連団体と圏域についての検討を開始しました。地域の中で医療・介護等関係機関 

との連携やサービスの提供がスムーズに行われるよう，十分な合意形成を進めて参りたいと考え 

ております。 

また，生活支援コーディネーターと地域福祉コーディネーターの役割と位置づけについてです
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が，地域福祉コーディネーターは，高齢者に関する事に限らず，地域の中にある様々な福祉全般 

の事柄について相談を受け，市民の方々や団体と協力しながら，その解決に向けて活動するもの 

です。平成２５年度から，モデル事業として市内２地域に配置していますが，今後については， 

これまでの実績とその成果，財政状況等とも合わせて，総合的に検証し，さらなる配置を検討し 

て参ります。一方，生活支援コーディネーターは，高齢者の在宅生活を支えるため，生活支援・ 

介護予防サービスの資源開発や地域の関係機関等のネットワーク構築の機能を果たす役割を持 

ち，地域包括支援センターとの連携を前提として活動するものです。 

配置については， 生活支援のあり方や目指す地域づくりに専門的な知識や技術を持つ方， また， 

生活支援サービスの提供実績のある団体などを想定しており，配置する時期や場所については， 

地域づくりの進捗状況を見ながら効果的に行って参ります。 

それぞれのコーディネーターが連携を図り，互助を基本とした生活支援・介護予防サービス 

が創出され，高齢者を支える地域の体制が充実するよう努めて参ります。 

次に，地域医療相談室の有効活用についてです。 

まず，認知症初期集中支援チームを「ちょうふ在宅医療相談室」に位置づけることについ 

てです。認知症の初期集中支援については，本年９月から杏林大学病院が開始する「認知症 

アウトリーチチーム」を活用し，医療や介護サービスにつながらない認知症高齢者等を訪問 

し，状態に応じて適切な医療・介護サービスにつなげる等，認知症の早期発見・診断・対応 

のシステムづくりを行う予定です。今般の介護保険法の改正では，認知症初期集中支援チー 

ムと認知症地域支援推進員の設置を地域支援事業に位置付け， 平成２７年４月から取組を開 

始し，平成３０年４月には全ての市区町村で実施することとなっており，地域包括支援セン 

ター以外にも一部医師会等に委託できることとなっています。 

調布市では，認知症専門医や看護師などの確保が全国的に困難となる中，今後国から示さ 

れる財源，事業内容，委託に係る手続き等の詳細を確認しながら支援の内容を検討して参り 

ます。 

次に，地域医療相談室を介護医療拠点に位置づけることについてですが，調布市では，地 

域包括支援センターが，個別事例の支援や地域ケア会議を通じて地域の診療所や病院との顔 

の見える関係を構築しています。そのため，今後は，地域包括支援センターが「ちょうふ在 

宅医療相談室」と連携する中で，近隣の病院等との既存のネットワークを生かしつつ，在 

宅医療と介護の連携を推進して参ります。 最後に地域資源を生かした医療体制の充実に 

ついてですが，介護を要する認知症高齢者の増加に対応するためには，地域ごとに対応・助 

言できる医師の配置することは重要な課題と認識しております。今後地域包括支援センター 

にサポート医を配置した場合に，医師にどのような機能を担ってもらい，かかりつけ医や専 

門医との連携をどうするかなどについては，モデル事業の実施も含め，医療と介護に関わる 

多職種間のおいて十分な議論が必要と考えます。 

調布市としては， 認知症サポート医や摂食・嚥下評価医の養成支援などについて， 医師会， 

歯科医師会，薬剤師会等と連携を強化し，在宅療養の支援ができる体制構築を目指して参り 

ます。調布市は，今回の介護保険制度改正に対応すべく，第６期高齢者総合計画を策定する 

中で，医療・介護の連携や認知症施策の推進，生活支援サービスの整備など，地域で高齢者 

を支える仕組みづくりを進めることにより，地域包括ケアシステムを構築し，必要なサービ 

スが適切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して参りますので， 

ご理解賜りますようお願い申しあげます。


