
２０１３年１２月 一般質問 

元気派市民の会 

元気派市民の会は、地方分権時代にふさわしいまちづくりは、そこに暮らす人々が思いを 

持って地域環境を守り生かしていくこと、市民が自治の担い手としての責任も果たすための 

新時代の市政経営の方向性を指し示す施策が重要と認識しています。 

現在、税制改革が進められていますが、基礎自治体の財政基盤が大きく揺るがされる動き 

が出てきています。大変な時代ですが、この流れに翻弄されず、調布市自治の理念と市政運 

営に関する基本条例にあるように、私たちは調布らしさを大切にしながら将来の世代にこの 

まちを引き継いでいかなければなりません。自分たちのまちは自分たちでつくるという自 

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時代を迎えま 

した。地方自治の本旨は住民自治です。自治によるまちづくりを進めるために、条例にも定 

められているように「財政規律を保持し」健全性の維持に努め最少の経費で最大の効果を挙 

げる努力をすることが重要です。そのためには身の丈にあった予算編成をされること、将来 

世代に負債を回さず、市民の血税が市民の幸せ・市民の福祉の向上のために無駄なく活かさ 

れ「市民の暮らしを大切にした、市民の視点でのまちづくり」が推進されるように、そして 

終末期まで安心して住み続けられるまちづくりを市長に求める立場から順次質問します。 

１．平成２６年度の市政経営方針について 

（1）平成２６年度に位置づけについて 

ア平成２６年度はどういう年度と考えているのか。 

平成２６年度は、新たな総合計画がスタートした二年目に当たります。市では昨年度起きた 

食物アレルギーへの対策など新たな課題がある中で、消費税増税の他に法人市民税に対する 

税制改革の動きもあり税収が定まらない中、新聞報道を見れば政治不安が増す社会状況です 

が、市としては平成２６年度をどういう年度と考えているのでしょうか、まずお聞かせ下さ 

い。 

イ基本計画における平成 26 年度の位置づけについて 

これまで基本計画は前期後期に分かれ、実施計画を策定し施策を展開してきましたが、新総 

合計画は市長の任期に合わせて計画を見直すという大きな特徴があります。この点を考慮す 

ると２６年度について行政としての位置づけは明確だと思いますが、基本計画における平成 

２６年度の位置づけについて市長はどう認識されているかお聞かせ下さい。 

ウ現計画を見直し２７年度から４年間の計画を作成する意義と考え方は 

平成２６年度は、現基本計画を見直し平成２７年度から４年間の計画を作成する事になって 

います。総合計画を作成され、市政を４年間の節目節目と捉えて対応していく考え方に立つ 

わけですが、その意義と作成の考え方についてお聞かせ下さい。 

（２）平成２６年度財政フレームと現状の予算見積状況 

ア現在の予算見積り状況はどうなっているのか 

市政経営方針の説明資料からすると議会開会日には各課との予算ヒアリングを終え今まさ 

に最終調整段階と推察します。平成２６年度の経営方針には市の財政状況を「厳しさが続い 

ている」と表現されています。これは「経常収支比率は上昇し、単年度収支、実質単年度収



支は共に三年連続のマイナスになっている。また財政調整期金を初めとする基金残高も減少 

傾向になる」というくだりを示していると思いますが、この状況は、何がどう厳しいのか、 

市の財政状況はどういう状態になってきているのかがイメージしにくいですが、この点につ 

いて具体的にご説明ください。こういった財政状況をどのように意識され、予算編成方針を 

定めたのか分かりやすい説明を求めるものです。また、現在の予算見積り状況はどうなって 

いるのか具体的な数字を挙げて答弁願います。 

イ財政計画との乖離状況について 

各収支が三年連続のマイナスで基金残高も減少しているということは赤字が三年連続で続い 

てとすれば、企業であれば社内留保金で持ちこたえているが、資金が枯渇すれば倒産です。 

基礎自治体でも利益を求められる関係団体の経営状況に置き換えれば、その経営を包括委託 

し、 何としてでも経営改善を目指すなど大胆な改革を検討せざるを得ないと判断する訳です。 

行政は利益を出す企業とは異なりますが、私達の残した借金で将来世代が持続可能な地域社 

会を創ろうとした時の妨げになるようでは困ります。私は、少なくとも赤字を出さない方向 

で財政運営する事が不交付団体である調布市が財政運営に臨む基本と考えます。しかしなが 

ら、平成２６年度は基本計画の財政フレームからすれば最も財政需要が高い年度です。アレ 

ルギー対応等新たな課題も抱えていますが、臨時財政対策債の借入も見込めないなかで、大 

切な貯金である「財政調整基金」は何も見直さずに取り崩していけば、いずれ枯渇します。 

事業の見直しもさることながら、財政調整基金をどう維持するのか、その財源を確保する方 

策も必要です。新たな見直しの視点として「シーリング」を行うとありますが、どういう考 

えに基づいて提案されたのでしょうか。現時点で基本計画における財政フレームとの乖離は 

どのような状況なのか、またこの状況をどう受けとめ今後、どのように調整していくのか、 

それぞれについて答弁下さい。 

ウ税制改正における市財政への影響と、それに対する意思表示はどうするのか 

消費税増税が確定しましたが、消費税そのものの内容がいまだはっきりしていません。市 

は地方消費税交付金の増収は見込めますが、年度当初から歳入に入ってくるものではありま 

せん。当然、市は消費税を払う側でもあります。市の税収の根幹を揺るがしかねない法人市 

民税の見直しも聞こえ、様々な不安定要素が多く緊張感あるなかでの予算編成に取り組んで 

いると推察していますが、消費税の影響をどのように想定されているでしょうか。現在、国 

と地方との攻防戦が続いていますが、 地方分権とは地方自治を充実していくことが原点です。 

しかし今は財政が豊かな自治体と厳しい自治体との攻防戦にもなりかねません。交付税率の 

見直しなど、本来の基礎自治体の役割に鑑み抜本的な見直しを国に求めていくべきではない 

でしょうか。調布市は不交付団体です。自らの足で立つ自立した団体として子どもにツケを 

廻さない、 市債を負債化させず身の丈に合った財政運営を行いつつ、 地方自治体全体を見て、 

国に対してあるべき税率について、他市とも連携して改善を求めていくべきと考えますが、 

市長の見解を問うものです。 

エ全施策における経費縮減のための不断の努力を 

持続可能な財政運営が、持続可能な市政経営の推進に繋がっていくと捉えれば、行政は主権 

者である市民と共に、協働のまちづくりを推進するには、市民も行政に各事業の継続を求め 

るのではなく、共に見直し、場合によっては市民も痛みを伴う場合もあるでしょうが、今私 

達に必要なサービスは何か、市民が担えるものは何か、税金で行うべきものは何か、行って



は行けない物は何かなど常に検証しながらしっかり考えていく必要があります。当然、その 

前提には、市自らが市民に任された財政運営が未来世代に負債を残すような身の丈を越えた 

財政運営になっていないのか、まずは、自らが行革を進めていく不断の努力があってこそ、 

市民からも信頼される行政として、厳しい時代を乗り越える持続可能な市政運営が可能にな 

るのではと考えます。 

少子高齢化社会が進む中で、新しい需要に応えていくためにも全施策における経費縮減のた 

めの不断の努力が求められます。基本計画には、質の高いサービスを提供するために、行財 

政改革推進委員会、財政規律の新ガイドラインにもとづく進行管理など様々な行財政改革を 

推進していく予定になっていますが、具体的にはどのように進めていくのかお聞かせ下さい。 

２．安心して、終末期まで住み続けられるまちづくりを 

(1)現在の終末期に対する政策は 

私事ですが、１０月に実母を食道ガンで亡くしました。長野の実家で最後は訪問介護、訪 

問診療の支えもあり家族で看取ることができました。長く同居している義母は９月末に二度 

目の脳梗塞で入院、療養型病院に転院を予定しています。今後の在宅療養はどうか難しい状 

況です。私は、安心して住み続けられるまちづくりを提案してきました。平成２６年度の４ 

つの重点プロジェクトに「安心して住み続けられるまち」をつくるプロジェクトが掲げられ 

ています。看取り、在宅介護から療養型病院への入院という体験を通し、住み慣れたまちで 

人生を全うできるまちづくりが今後は大きな課題だと実感した所です。１１月７日の高齢者 

推進協議会介護保険部会を傍聴しましたが、この日は訪問診療と在宅ホスピスをされている 

医師から 「今後の在宅ケアと地域包括ケアについて」、 住み慣れた地域で最期までとして、「在 

宅緩和ケアの現状と押し寄せる地域包括ケアの波」という視点からのお話しがありました。 

日本の現状は約１３％が自宅、殆どは病院で亡くなっている。しかしこれから４０年間で６ 

０００万人が旅立つ事を考慮すれば超高齢化多死時代に入っていく、在宅医療は最期の切り 

札との話しでした。質疑応答の中で介護保険制度の設計に係わった先生は、保険を創設した 

時には終着点は何か、暮らし続けた先について考えてこなかったとの発言もありました。死 

は誰にも平等に訪れます。市がこのテーマを取り上げたことは課題認識があるからだと思い 

ます。安心して、終末期まで住み続けられるまちづくりにむけて、市として現在は終末期に 

対する政策は何があるのかお聞かせ下さい。 

（2）今後どのように捉えていくのか 

ア福祉計画での位置づけをどうしていくのか 

まだ認知症の正しい知識が広く知られていない実態があります。平成２２年調査によれば６ 

５歳以上高齢者２８７４万人のうち、介護保険制度を利用している認知症高齢者は２８０万 

人ですが認知症高齢者は約４３０万人で高齢者全体の１５％、７人に一人は認知症という事 

になります。平常でもなく認知症でもない中間状態は３８０万人１３％だそうです。認知症 

は、国民的課題として様々な施策展開が国を挙げて始まっています。かつて認知症は施設や 

病院を利用するしかないといった考え方がありましたが、現在は、認知症になっても本人の 

意志が尊重され、できるかぎり住み慣れた地域の良い環境で最後までくらし続けられる社会 

の実現を目指すための政策を推進する必要があります。第５期高齢者総合計画は２６年度ま 

でが計画期間です。次期計画は２７年度から２９年度までの３年間です。２６年度は計画を 

見直しする年でもあります。次期計画には、終末期も含めこのまちに住み続けられる計画、 

特に在宅における終末期も含めた介護も組み込んでいく必要があります。終末期に対する位



置づけを今後どう捉えていくのでしょうか。高齢者推進協議会は様々な分野の専門家と市民 

で構成されている協議会です。政策提案が可能な組織です。機能する会議の場として協議会 

においては次期計画に具体的な政策の提案もされ６期総合計画がより市民に寄り添った計 

画になるよう求めるものですが、この点も含めお聞かせ下さい。 

イ医療と福祉の連携について 

保険事業計画をみると、高齢者人口における要支援・要介護認定は計画値よりも実績値が高 

い点を見ると、今後は予防も含めた様々な施策展開が必要ではないでしょうか。包括ケアシ 

ステムをいかに作り上げていくかが今後の課題です。介護認定を受けた方は持病や身体機能 

の低下に伴う病状の悪化もあり在宅医療の充実が不可欠です。終末期までを考えると住み慣 

れた自宅で最後まで過ごすには医療と福祉の連携も欠かせません。終末期のケアに対する考 

え方を整理して、市の方向性を示しながら具体的な取り組みを始める必要があります。例え 

ば、かかりつけ医、病院等と連携して在宅介護・看護の充実を図ることも重要です。将来を 

見通して、在宅医療体制の整備に向けての努力は欠かせませんが、調布市における在宅介護 

に対する医療面からの支援体制はどんな状況かお聞かせ下さい。 

かかりつけ医への支援として緩和ケアの研修、或いは病院の体制など様々な整備が必要です 

が、今後の施策についてはどのように考えているのか、お聞かせ下さい。 

ウホームヘルパーのレベルアップを 

在宅介護を支えていくためには困っていることに対応しながら、本人の生活力の低下や意欲 

の衰えを改善するためのサポート役のホームヘルパーのレベルアップは不可欠です。基本計 

画の施策に共に支え合う地域福祉の推進を進めていく基本的取り組みについて４つあるなか 

のひとつには福祉人材の育成があります。福祉従事者が専門性を高めていく必要性を考える 

と人材センター的な機能を持った取り組みの検討も重要です。今後政策展開されていくと思 

いますが、ヘルパーへの啓蒙・研修への支援はどう考えているのでしょうか、現在離職率や 

介護事故等考慮すれば、ホームヘルパーの質を確保していくこと、魅力的な職場も確保する 

努力も必要です。例えば医師会と連携して研修を企画、修了書を発行など市内ホームヘルパ 

ーのための資質向上への努力を求めるものですが、 この点についてはどうお考えでしょうか。 

(3）介護者・ケアラーへの支援について 

ア市民の活動と連携するシステムづくりについて 

高齢化社会が進む中で、介護保険の利用者は急速に伸びていますが、それに伴い介護者の 

負担に対するケアも求められています。英国では被介護者と介護者の尊重が基本に唱われて 

いますが、日本ではこの点がまだ認識されていません。誰もがそれぞれの当事者になる可能 

性があります。日本では介護保険制度の中で、介護者が明確に位置づけられていないのは問 

題です。今、要介護高齢者や障がい者、依存症など多様なケア役割を担っている無償の介護 

者についてケアラーと呼ばれています。今や高齢の配偶者、子ども、孫などあらゆる介護者・ 

ケアラーが存在しています。今後、在宅で過ごす高齢者が増加の一途を辿ることを考慮すれ 

ば、保険者である市は、当事者と同時に介護者であるケアラー支援への早急な取り組みが求 

められています。特に介護が長期化した場合、介護を担う家族等は、当事者への責 

任感や義務感などから睡眠不足、精神面の疲れやストレスなどに苦しんでいます。 

当事者支援だけではなく、支える家族・関係する様々な立場のケアラー支援も含め 

た総合的な取り組みが必要です。府中市では社会福祉協議会主催で行われた介護 

者・ケアラーの会の立ち上げの学習会でグループができたと聞いています。 ６月 

議会、ゆうあい公社の経営状況の質疑で、家族会の開催や家族介護者の支援ネット



ワークの団体への後方支援との答弁もありましたが、まずは市が介護者・ケアラー 

の問題をしっかり捉えていくことが基本です。現在有る第５期高齢者総合計画に一端 

は読みとれますが、介護者は日々追いつめられ深刻な状況下にあります。市は認知症サポー 

ター講座を推進していますが、市内には調布介護者支援ネットワークも立ち上がり、市民へ 

学習会の場を提供するなどの活躍も目にしています。認知症サポート講座受講者とネットワ 

ークの会がこれからの被介護者を支えていく重要なキーワードになっていくのではと考え 

ます。市は市民と協働してこれらの市民を繋ぎ、地域で支えあえるネットワークづくりへ対 

応していくべきではないでしょうか。例えば介護者の会を立ち上げ運営していくための勉強 

会の開催、認知症への理解を進める学習会の開催、介護者への場の提供など、今後市として 

どのような方向性を持って進めていくのでしょうか。特に市民の活動と連携するシステムづ 

くりについて、また実際に連携しできる事業等具体的な説明を求めるものです。 

イ介護者・ケアラーが集える場づくりを 

私は１２月１日に立教大学で開催された「フォーラム認知症カフェを考える、暮らしの中、 

支え合う地域を目指して」に参加。そこで厚生労働省の方が国では２５年から２９年度まで 

の認知症施策推進５ヶ年計画オレンジプランについて説明がありました。プランでは７つの 

施策展開があるが、地域での日常生活・家族の支援の強化として、２５年度以降「認知症カ 

フェ」（認知症の人と家族、地域住民、専門職等誰もが参加でき集う場）の普及などにより、 

認知症の人やその家族等に対する支援を推進していくとの方針を聞きました。私は阿佐ヶ谷 

の認知症カフェも見学してきましたが、駅から近くで包括支援センターもすぐ傍にありまし 

た。そこでは様々な立場のケアラーへの研修もあり、相談もでき、なにより憩いの場にもな 

っていました。ワンコインでの昼食や夜にはバーになり勤め帰りのケアラーの止まり木にも 

なっていました。現在、介護者が集える場が不足し地域で孤立している介護者・ケアラーを 

考えると、集える場カフェの確保が急がれます。なかなか外出できない介護者を考えれば、 

一圏域にひとつが理想です。国から自治体への補助金もありますが、例えば地域にできたグ 

ループが活動できる空き家情報の提供、 「ひだまり」との連携など市が介護者支援についてケ 

アラーカフェについてできることがあります。今後具体的に介護者・ケアラーの集える場づ 

くりについてどう考えているのでしょうか。 

ウ集う場が不足しているとの介護者の声の中には、増えてきている若年の認知症男性の行く 

デイサービスの場がないとの話しも多く聞きます。オレンジプランの中でも若年性認知症施 

策の強化は７つの柱のひとつですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。今後 

更に増加すると思われますが、市として具体的な対策をどのように考えているのでしょうか、 

お聞かせ下さい。 

エ情報提供の必要性について 

先程高齢者２８７４万人のうち、多くの方が認知症、或いは平常でもなく認知症でもない中 

間状態になるという話しをしましたが、認知症は私自身の問題であり家族、ひいては地域の 

課題とも言えます。多くの市民により理解を広めていく必要があります。早くから教育現場 

でも学習できる機会も必要です。いずれ自宅で暮らし年老いていく高齢者が増え、当然終末 

期を自宅で迎えることも今後は増えてきます。老後の様々な課題について、認知症、終末期 

について、制度の問題など早くからあらゆる場で気軽に話しを聞ける。参考図書に触れられ 

ること、老いの準備という点からも体操教室で、生涯学習など様々な場で学べる工夫も必要 

です。またわかりやすいリーフレットも必要でしょう。今後の情報提供についてはどのよう 

にお考えでしょうか。



【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， 

平成２６年度の市政経営方針についてのうち，平成２６年度の位置づけについてお答えしま 

す。

調布市は，今年度，これまでの諸計画における取組成果を引き継ぎ，新たな総合計画をス 

タートさせたところであります。平成２６年度はその２年次目として，基本構想に掲げたま 

ちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け，４つの 

視点による重点プロジェクトをはじめ，各施策・事業の着実な推進を図っていくとともに， 

基本計画に位置付けのない新たな課題についても，必要に応じて重要性や緊急度を踏まえ， 

組織横断的な連携と創意工夫により，課題解決に取り組んでいかなければならない年である 

と考えております。特に，食物アレルギー対策については，「食物アレルギー事故再発防止検 

討委員会」からの提言を踏まえ，「事故の再発防止に向けて全庁を挙げて万全の体制を構築す 

ること」としており，新体制となった教育委員会とともに全庁一丸となって取り組んで参る 

所存であります。 

一方で，市財政に関しては，健全性を維持しつつも，依然として厳しさが続いており，財 

政構造の見直しや財政基盤の強化は不可欠であります。 

また，我が国の社会経済状況を見ると，景気回復への期待感や，２０２０年オリンピック・ 

パラリンピック競技大会の東京開催決定など，明るい兆しも見られますが，地域経済や市政 

への波及効果は現段階では不透明であります。消費税増税についても，今後の市民生活や市 

政に及ぼす影響を的確に把握し，適切な対応を図っていかなければなりません。 

そうした中で，平成２６年度の予算編成に当たっては，各基本計画事業の年度別計画を指 

針として，事業の取組状況に応じた時点修正や経費縮減など，必要な調整を図っているとこ 

ろであります。 

公共建築物維持保全計画に基づく大規模公共施設の改修や，２１世紀のまちの骨格づくり 

などにより，基本計画期間中の６か年の財政フレームにおいて，平成２６年度は最も財政需 

要度の高い年度となっております。依然として財政状況は厳しさが継続している中ではあり 

ますが，その中においても，市政の第一の責務としての市民の安全・安心を守る施策や広範 

に亘る市民生活の支援策に引き続き取り組むとともに，基本計画に掲げた重点プロジェクト 

を着実に前進させて参ります。 

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。 

【行政経営部調整担当部長答弁】 

私からは，平成２６年度の市政経営方針についてのうち，基本計画の見直し及び平成２６ 

年度財政フレームと現状の予算見積もり状況についてお答えします。 

初めに，基本計画の見直しについてであります。新たな基本計画においては，市長任期と 

の連動性を考慮し，策定から２年後に見直しを行い，その後は計画期間を４年間としてロー 

リングしていくこととしています。 

これは，計画期間内における市政の目指す方向の実現に向けて，より実効性のある行政計 

画とするため，４年ごとの選挙を通じて選ばれる市長の政策やその時点の民意を反映しやす 

い仕組みとなるよう期間の設定をしたものであります。 

基本計画は，議会において議決をいただいた基本構想の内容に沿って施策を体系化してお 

りますので，大きな枠組みの変更は想定しておりませんが，平成２６年度は，市政を取り巻 

く環境の変化等を踏まえ，基本計画の２年目として計画に位置付けた各施策，事業の取組や 

財政フレームにおける時点修正という視点から，必要な見直しを行って参ります。



次に，平成２６年度財政フレームと予算見積状況についてであります。 

平成２６年度予算編成については，本年１０月に予算編成方針を全庁に通知しました。こ 

の予算編成方針においては，厳しい財政状況が継続する中，基本計画２年目として，基本計 

画に基づくまちづくりを着実に推進するとともに，新たな課題として食物アレルギー対策に 

ついても対応していくこととしております。また，平成２４年度決算では，経常収支比率が 

上昇し，財政の弾力性が低下していること，実質単年度収支が３年連続のマイナスとなって 

いること，財政調整基金をはじめとする基金残高が減少傾向であることから，持続可能で健 

全な財政運営を維持していくためには，それらの改善が不可欠な状況であると認識しており 

ます。このため，基本計画期間の財政フレームを基本としながらも，財政フレーム作成後の 

要因として，消費税増税の影響の把握と適切な予算措置，食物アレルギー対策などに対する 

財源確保はもとより，財政状況の改善として，特に実質単年度収支のマイナスを減少させる 

ために，財政調整基金の活用を抑制することが何より必要となります。これらの課題に対処 

するため，今回の予算編成においては，これまでの既存事業の見直し，改革，改善や財源確 

保，経費縮減の取組をより一層推進するほか，新たな取組として，経常的経費の縮減に向け 

たシーリングを実施することとしました。こうしたことを踏まえ，「基本計画事業の着実な推 

進と新たな重要課題への対応」，「市民の安全安心の確保と市民生活支援への継続的な取組」， 

「行財政改革を推進し，財政構造の改善と財政基盤強化への取組」の３つを基本姿勢として 

定め，現在，方針に基づき予算編成に取り組んでいるところであります。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８４５億円余で 

あり，一方，歳入見積総額は７８３億円余であることから，６２億円余の財源不足となって 

おります。 

次に，財政フレームとの比較についてであります。財政フレームでは，平成２６年度の財 

政規模を７９７億円と見込んでおりますが，新たな財政需要や制度改正による影響，また消 

費税増税に伴う変動要因などは反映していない内容となっております。 従って， 現時点では， 

歳入において，収入額が不確定である消費税増税に伴う地方消費税交付金の増収分や財政調 

整基金の活用などを見込んでいないことから，歳入は１３億円余の不足となっております。 

また，歳出については４８億円余の超過となっております。こうした状況を踏まえ，全庁で 

見積状況の情報共有を図るとともに，各部課との予算ヒアリングと併行して，改めて全庁的 

に事業の見直し，財源確保，経費縮減の取組を行うこととし，財源不足解消に向け，現在取 

り組んでいるところであります。今後の収支均衡に向けては，全庁的な取組結果も踏まえた 

うえで，歳入では，市税収入の時点修正をはじめ，消費税増税分の早期把握，歳出連動の特 

定財源の最大限の確保に取り組み，歳出では，事業の進捗調整を含めた優先度の精査や新規 

拡充事業の厳選，シーリングの徹底などのほか，将来負担に留意した市債活用や各種基金の 

活用など総合的な調整に取り組んで参ります。 

次に，税制改正における市財政への影響と，それに対する意思表示についてであります。 

消費税増税の市財政への影響についてですが，来年４月以降，地方消費税率が現在の１％ 

から１．７％に引き上げられるため，調布市の地方消費税交付金は，平成２４年度決算額２ 

２億円余を１．７倍した１５億円程度が増収となるものと想定しています。しかし，変更初 

年度の平成２６年度については， 増税分が交付金として配分されるまでのタイムラグが生じ， 

通年ベースでの交付にならないことから，現在，交付水準の把握に努めているところです。 

一方，歳出については，課税対象経費である委託料，工事請負費などの経費や消費税増税に 

関連して負担増となる経費についても，現在確認しているところであります。 

税制改正については，国において，都市と地方の財政力格差是正のため，市町村の貴重な



財源でもある法人住民税や償却資産税，自動車取得税などについて，見直しが検討されてお 

ります。これらの見直しは，市の歳入の根幹である市税や各種交付金に大きく影響すること 

から，その動向について注視するとともに，情報収集に努めているところであります。 

本来，都市と地方の財政力格差については，地方の財源保障という観点で見直すべきであ 

り，本年１１月にも全国市長会では，都市税財源の充実強化や地方交付税総額の確保などに 

関する決議を行い，意思を表明しているところであります。引き続き，地方分権推進の立場 

からも，地方自治体の財源拡充について，さまざまな機会を通じて意思表明を行って参りま 

す。

次に，全施策における経費縮減についてであります。 

今後の市政を取り巻く状況を展望すると，歳入では景気回復への期待感はあるものの，地 

域経済や市政への波及効果は現段階では未だ不透明であります。一方，歳出では，増加する 

社会保障関係経費や公共施設の維持保全経費，中心市街地の基盤整備費，また，新たな重要 

課題への対応など，様々な財政需要により，歳入歳出のギャップは拡大していくものと想定 

されます。また，今後の国の制度改正の動向も不透明であり，持続可能な財政運営を行って 

いくためには，歳入歳出両面からの不断の見直し・改革・改善に，継続的に取り組んでいく 

必要があります。このため，全ての経費について精査，検証を行ったうえで，１件ごとのき 

め細かなチェック・点検を行い，「選択と集中」の視点から，これまで以上に事業の優先度や 

事業効果を厳しく精査・見直しを行うとともに，新規・拡充事業については厳選して編成作 

業を進めているところであります。また，市政経営の２つの基本的な考え方である「参加と 

協働のまちづくり」と「持続可能な市政経営」を踏まえた「行革プラン２０１３」を着実に 

推進し，不断の行財政改革に取り組んで参ります。これらの取組により，本市における財政 

規律を保持し，持続可能な財政運営に努めて参ります。 

【福祉健康部参事答弁】 

私からは安心して終末期まで住み続けられるまちづくりについてお答えいたします。 

はじめに，終末期に関する現在の政策についてです。 

高齢化率の上昇とともに，２０４０年には死亡者数が今より約４０万人増加し，多くの高 

齢者が同時期に終末を迎えることが予測されています。そのため国は，終の棲家として，病 

院や施設だけでなく，在宅における看とりについても積極的に推進する方向性を打ち出して 

いるところです。高齢者を取り巻く環境は大きく変化し，核家族，老老介護，ひとり暮らし 

の増加による介護力の低下などにより，在宅においても，家族だけでなく知人，友人，地域 

での看とりも求められるという，看とり看とられる時代がきていると言えます。 平成２２ 

年の調布市民福祉ニーズ調査によると，８５歳以上の高齢者の７割の方が人生の最期は自宅 

で過ごしたいと回答しており，本人にとっても，家族にとっても満足のいく平穏な終末期を 

迎えることができるよう，さまざまな面から支援する体制づくりは喫緊の課題であると認識 

しています。 調布市における特徴的な取組として，医師会との連携により「ちょうふ在宅 

医療相談室」を昨年度より本格実施し，退院後の在宅療養を支援する訪問医師の紹介や在宅 

療養のための相談に応じているところです。 

また，地域包括支援センター等において，エンディングノートをテーマにした介護教室 

を実施するほか，地域ケア会議において事例をもとに，看とりについて検討するなど，終末 

期のあり方を考えておく大切さを啓発しています。 

まだ日本においては，人生のエンディングに対する理解や普及啓発が十分ではなく，本人 

の主体的な意思が尊重されているとは言えない状況です。今後，自分自身が望むエンディン



グが迎えられるよう，さらに，その理解の促進に努めて参ります。 

次に今後の医療と福祉の連携及び福祉計画での位置付けについてです。国は，高齢者が自 

宅で安心して生活が続けられるよう，介護・予防・医療・生活支援及び住まいが包括的，継 

続的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を推進していることから，調布市として 

もこの考え方を計画に反映して参ります。特に，在宅で終末期を迎える高齢者には，医療と 

介護の両方を提供する必要があり，加えて両者の連携が図られることで，高齢者だけでなく 

家族も安心して過ごすことができるものと考えています。現在「ちょうふ在宅医療相談室」 

では，かかりつけ医への研修など今後の在宅医療の体制を整えるための取組も行っているこ 

とから，市としましては，こうした取組がさらに推進されるよう支援して参ります。 

また， 来年度に予定している第６期高齢者総合計画の策定については， 学識経験者， 医師， 

ケアマネジャー，市民公募委員など医療と介護などに関わる委員が構成メンバーとなる高齢 

者福祉推進協議会で審議されます。今後高齢者から求められる幅広いニーズを分析するとと 

もに，終末期も見据えた医療と福祉の体制及びその連携について十分な議論の上提言をいた 

だき，第６期計画に位置付けていく予定です。 

次に，ホームヘルパーのレベルアップについてですが，ホームヘルパーは，介護を必要と 

する利用者本人へのケアのみならず，利用者家族の精神的なケアや介護の技術的なアドバイ 

スを行うなど，在宅介護生活を支える重要な役割を担っております。 

現在， ６７の介護事業者が加入している 「介護保険サービス事業者調布連絡協議会」 では， 

事業者相互の情報交換や研修を年１０数回実施しておりますが，その内容としましては，実 

技や知識に関するもの，危機管理に関するもの，円滑なサービス提供のためのマナー研修な 

ど多岐に渡っています。また，「ちょうふ在宅医療相談室」では，介護職に対する医療的な知 

識を提供する研修を実施しています。今後もこれらの団体と連携を図り，医療と介護の職員 

のレベルアップを図って参ります。また，調布市基本計画「共に支えあう地域福祉の推進」 

において，福祉人材の育成を位置づけており福祉従事者がその専門性を高められると共に， 

ヘルパーの人材確保ができるよう，福祉人材の育成及び養成拠点の整備に向け検討して参り 

ます。次に介護者・ケアラーへの支援についてです。介護者にとっては，介護サービスの利 

用だけでは解決しない心理的な介護負担があり，介護者同士の語り合いなどで軽減されるこ 

とは認識しています。市内には家族会などの介護者を支援する市民の活動団体がいくつかあ 

り，有効に機能していると捉えております。現在，調布ゆうあい福祉公社では「高齢者介護 

家族支援マップ」を作成し，家族会などの情報を掲載して近々発行する予定です。また，介 

護者・ケアラーがいつでも立ち寄れるカフェについては，同じ悩みを抱える人が集うことに 

よりお互いの思いを共有し，共感しあうことでさまざまな介護の形を知ることができ，解決 

することはなくとも，自分だけではないことに改めて気付き，元気を取り戻す効果があるも 

のと捉えています。今後は，他自治体の事例を参考にしながら，介護者を支援する様々な団 

体や専門職と連携しながら，介護や家族支援等の学習会をとおして，点在する家族介護者を 

つなげる取組を検討して参ります。 

また， 認知症サポーターについてですが， 調布市では認知症サポーター養成講座を開催し， 

多くの方に受講していただくことで，認知症に対する理解を広げ，地域での認知症高齢者の 

早期発見と見守りとができる地域づくりを目指しています。 

平成１８年度から地域の集まりや企業へ出向いての出前講座や小中学校を対象とした学校 

での講座などで，幅広く認知症サポーター養成に取り組んだ結果，講座修了者は現在約２， 

４００人となりました。このような認知症サポーター養成講座を修了した方は認知症高齢者 

に対する地域の支え手として，その役割は大きいものがあり今後の活躍が期待されます。



そこで，このサポーター養成講座の実施に当たり，ゆうあい福祉公社と連携することで， 

講座で得た認知症高齢者に対する知識を，見守りだけでなく，協力会員やボランティアとし 

て地域で活かせるよう，支援を行って参ります。 

また，ボランティア活動で得た知識やネットワークを，家族会への支援に活かしていく視 

点を持つことや現在様々な活動を行っている「調布介護者支援ネットワーク」などの市民団 

体と協力することも重要です。 

先に述べた介護者・ケアラーのカフェの設置に当たっては，今後，運営の支援に認知症サ 

ポーターに協力していただくなどの方法も検討しながら，専門的な知見を有する法人等にそ 

の設置を働きかけるなど総合的な調整を図って参ります。 

次にデイサービスの充実についてです。現在，認知症デイや介護予防デイなど様々なデイ 

サービスがあり，総合福祉センターでは４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者を対象に言 

語訓練などのデイサービスを実施しています。デイサービスが単なる「余暇活動の場」では 

なく， 介護予防や家族介護者の休息， いわゆるレスパイトとして有効なサービスとなるよう， 

介護保険サービス事業者調布連絡協議会の協力を得ながら，一人ひとりのニーズに応じた多 

様なサービスの配置に向け取り組んで参ります。特に，若年性認知症のデイサービスについ 

ては，そのニーズが高まると予想しており，重要な課題と認識しています。今後，実施場所 

や担い手の確保など実施に向けた検討を進めて参ります。 

最後に，高齢者に関する情報提供についてですが，現在，市報やホームページのほかエフ 

エムやケーブルテレビなどの様々な媒体を活用し情報提供をしているほか，毎年更新される 

「くらしのあんないシルバー編」 や 「介護事業所のあんない」 などの冊子を発行しています。 

今後は，さらに，要介護状態に適応した介護・医療サービスの情報を提供するなど，情報 

の提示の仕方を工夫するとともに，元気なうちから，終末期の準備について考えてもらえる 

ような情報発信をして参りますので，御理解賜りますようお願い申しあげます。


