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平成２４年度第１回千葉市社会福祉審議会議事録 

 

１ 日 時  平成２５年３月２５日（月）１９時００分～２１時００分 

 

２ 場 所  千葉市総合保健医療センター５階大会議室 

 

３ 出席者  （委 員） 

野尻雅美委員長、長島勝平委員、畔上加代子委員、板谷喬起委員、 

入江康文委員、瓜生澄江委員、太田俊己委員、小川博子委員、 

神山裕也委員、木村章委員、鴻﨑豊隆委員、小松﨑文嘉委員、 

今田進委員、斉藤克信委員、斎藤博明委員、高田啓一委員、 

高野喜久雄委員、高山功一委員、武井雅光委員、武村和夫委員、 

田中秀子委員、玉井美知子委員、中溝明子委員、西尾孝司委員、 

西島浩委員、畠山一雄委員、日比野久美子委員、平山登志夫委員、 

広岡成子委員、藤本俊男委員、古山陽一委員、松薗祐子委員、 

矢澤孝文委員、山浦衛委員、山﨑淳一委員、渡辺志げ子委員 

 

（事務局） 

保健福祉局 

生田保健福祉局長、田辺保健福祉局次長、山口健康部長、 

白井高齢障害部長、小早川保健福祉総務課長、 

大塚地域福祉課長、加瀬保護課長、柴田高齢福祉課長、 

鳰川高齢施設課長、原澤介護保険課長、 

小出障害者自立支援課長、鈴木障害者相談センター所長、 

井上こころの健康センター所長、楢木保健福祉総務課長補佐、 

鈴木健康企画課長補佐、岩田障害企画課長補佐、 

        こども未来局 

  山田こども企画課長、渡辺こども企画課担当課長、 

  渡邉健全育成課長、松尾保育支援課長、小林保育運営課長、 

  斉藤児童相談所長 

 

４ 議題等 

（１）報告事項 

ア 専門分科会等における平成２４年度審議事項及び平成２５年度開催予定 

について 

イ 子ども・子育て支援新制度について 

ウ 平成２５年度保健福祉局当初予算について 

エ 平成２５年度こども未来局当初予算について 
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５ 議事の概要 

（１）報告事項 

  ア 専門分科会等における平成２４年度審議事項及び平成２５年度開催予 

定について 

    各専門分科会等の平成２４年度審議事項及び平成２５年度開催予定に 

    ついて、資料１を元に保健福祉総務課長が説明した。 

イ 子ども・子育て支援新制度について 

    子ども・子育て支援新制度について、資料２－１、資料２－２、資料 

２－３を元にこども企画課長が説明した。 

ウ 平成２５年度保健福祉局当初予算について 

平成２５年度保健福祉局当初予算について、資料３を元に保健福祉総 

務課長が説明した。 

エ 平成２５年度こども未来局当初予算について 

平成２５年度こども未来局当初予算について、資料４を元にこども企 

画課長が説明した。 

 

６ 会議経過 

（１）開会（事務局） 

（２）開会挨拶（保健福祉局長） 

（３）①新任委員紹介 

②事務局職員紹介（部長以上） 

（４）委員長挨拶 

（５）議事  

 

○委員長   

それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。お手元にお配りして

おります次第に沿いまして進めさせていただきます。 

報告事項１「専門分科会及び部会における審議事項の報告」に入らせていただ

きます。はじめに、専門分科会等における平成２４年度審議事項及び平成２５年

度開催予定についてであります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

○保健福祉総務課長 

 資料１「専門分科会等における平成２４年度審議事項及び平成２５年度開催予 

定」を元に説明 

 

○委員長   

はい、ありがとうございました。今年度の実績と来年度の予定をお話いただき

ましたけれども、ただ今の事務局の説明に対しまして、何かご質問だとか、よく

わからなかったというようなことがありましたら、どうぞ手をあげてご発言くだ

さい。 
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私から１ついいですか。２ページのですね、第２回目のあんしんケアセンター

の名称についてというのがあるのですが、あんしんケアセンターの名称が何か不

適切だったとかそういうことですか。 

はい、どうぞ。 

 

○高齢福祉課長   

高齢福祉課でございます。不適切ということではございません。今までは、例

えば設置してある社会福祉法人の施設であるとか、そういう名前を使っておりま

した。今回の増設にあたりまして、出来るだけ市民の方にわかりやすいように、

地域名とか駅名とかそういうもので名前を付けかえさせていただいたということ

でございます。 

 

○委員長 

 はい、ありがとうございます。そうですね。施設の名前が後ろに付いていると

なかなかどこにあるのかわからないのが、今度は地域の名前を後ろに付けてわか

りやすくしたということですね。 

はい、他に何か。他になければ次に進ませていただきます。 

 それでは、引き続きまして（２）報告事項２「その他の報告」に入ります。は

じめに、子ども・子育て支援新制度についての説明ですね。先ほどの説明で、後

で説明しますよということだったんですね。児童福祉専門分科会ではかなり審議

をされたと思いますけれど、少し丁寧に説明してください。よろしくお願いしま

す。はい、どうぞ。 

 

○こども企画課長   

 資料２－１「子ども・子育て支援新制度（子ども・子育て関連３法）の概要と

千葉市子ども・子育て会議について」、２－２「地方版子ども・子育て会議につい

て」、２－３「平成２５年度以降の審議（報告）事項について」を元に「子ども・

子育て支援新制度」について説明 

 

○委員長   

 ありがとうございました。わかりやすく説明していただいたと思います。一番

最後のところは、これは分科会と、新しく子ども・子育て会議ができますから、

その役割を分担するということですよね。今までは分科会１つでやっていたのが、

分科会２つに分かれるようなかたち、あと委員さんも少し多くなりますか。 

 

○こども企画課長   

 はい。子ども・子育て会議は、新たな委員さんを委嘱する予定なので、数が多

くなると思います。 

 

○委員長   



 

 ―４― 

 そうですね。だからこの社会福祉審議会の委員さんプラス若干名となる、２つ

に分かれるからそのようなかたちなんですよね。そういうことで、元のＡ３の大

きな資料のほうに戻りますとこれは新しい制度、子ども・子育て支援制度、来年

早々スタートする、これは使用量、ニーズを調査して、必要量に対してどんな準

備をしたらいいのかというそういう高齢者の時にやったようなそんなニーズ調査

をまずやるんですね。そんなことで、そのたびに会議を開くと、千葉市子ども・

子育て会議というのは右の下のほうにありますように、会議が開かれます。そし

て２年間にわたって、消費税がアップしなければまた延びることになるんでしょ

うね。そういうことで、子ども・子育て会議というのは、立ち上がりますけれど、

２年かけて実施していくと。会議自体は進行するんですね。実際は２年後を目途

にいろいろ準備をするということになります。 

ただ今の説明に対しまして、はい、どうぞ。 

 

○委員   

 子ども・子育て会議の委員さんの構成の件ですが、千葉市には少年３団体さん

だったりとか子ども会もあると思いますが、その委員さんたちの中からはここの

委員に入れる予定はないのでしょうか。お伺いしたいと思います。 

 

○委員   

 はい、どうぞ。 

 

○こども企画課長   

 こども企画課でございます。今回の委員さんのうち、保護者の方の委員につき

ましては、今回のサービスが乳幼児の保育サービス・幼児教育のサービスが主と

なりますので、就労しているかしてないか、また行っている施設が幼稚園か保育

所なのか、そういった観点でバランス良く委嘱したいと考えております。特定の

団体に委嘱をすることは、考えておりません。以上でございます。 

 

○委員   

 わかりました。 

 

○委員長   

 よろしいですか。はい、ありがとうございました。 

はい、どうぞ。 

 

○委員   

 非常にわかりやすくまとめていただいてありがとうございました。１つ質問を

したいのですが、委員構成の中で、定員２０人で５分野から選定するという話で、

保護者は４人ということですが、その他はどの程度でお考えになっているかとい

うことをですね、こういった子ども・子育て会議、私も市の会議に何回か出させ



 

 ―５― 

ていただいたのですが、あまり大勢でやるとですね、何時間でやってもなかなか

１回あたり４・５分しゃべっておしまいみたいなことになりますので、これにつ

いては長年にわたってですね、幼稚園・保育園・地域の幼児教育このへんの意見

も十分反映されるように十分な審議時間をとっていただければということと、資

料２－３の新制度関係のところで、社会福祉審議会の分科会でやるというお考え

のようですけれども、新制度の関係で例えば子育ての色んな基準を利用者負担・

支給認定基準等というところでですね、そういった事業と密接の関係があるので

はないかと思いますが、これを別々の審議会でやるというよりも１つの委員会で、

例えば子ども・子育て会議のようなところである程度話しを進めたりとか、その

辺についてお伺いできれば。 

 

○こども企画課長   

 こども企画課でございます。審議時間等につきましては、やはり白紙の段階か

ら当事者たちに参加いただいて、この計画を作っていくということなので、審議

時間については十分とらせていただきたいと考えております。 

 また、今回の設置基準等の社会福祉審議会との棲み分けでございますが、児童

福祉法の改正によりまして、認可については社会福祉審議会の意見を聴くという

のが改正法律に定められましたので、設置の基準につきましては社会福祉審議会

にお願いしたいと考えております。以上でございます。 

 

○委員長   

 ありがとうございました。その他。 

分科会というのは、これは児童福祉専門分科会のことですね。 

 

○こども企画課長   

 はい。 

 

○委員長 

 分科会たくさんありますからね。この中には委員さんが大分いると思いますけ

れど、その分科会でやるということです。それと新しい会議と委員は重複する可

能性がありますけれどね。 

 他にいかがですか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 子ども・子育て会議について１つお願いということで、お話しさせて頂こうと

思うのですが、委員構成の中で子どもの保護者を４名ほどということで、資料の

中にあるのですが、恐らくですね、他の分科会の公募の委員さんたちとは大分ち

ょっとこう世代とか違う方が入っていただきたいという意図があると思いますの

で、公募のやり方とかを考えていただけたらいいかなと思います。個人的には、

うちも今子育て真っ最中で、すごく出たいんですけど、うちの嫁さんとかにはこ
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ういうものがあるから誰かに声掛けてみたらということで話そうかなとは思うん

ですけれど、今までの同じようなやり方で公募の委員さんを募集するということ

だと、ちょっと当事者の意見を吸い上げにくい恐れがあるかなというところで、

１つ良い方法を考えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長   

 そのようなことでどうぞ。よろしいですか。 

 

○こども企画課長 

 こども企画課でございます。公募につきましては、広く公募をしたいと思うん

ですけれど、選考の仕方を工夫いたしましてバランス良くですね、例えば父親、

母親や就労の部分、それから通っている施設の違い等、選考の基準において色々

工夫して、間口は大きくとって広く公募したいと思っております。 

 

○委員長 

 他にいかがですか。大多数の方はお孫さんのことをイメージしながら考えてお

られたんですけれども、実際はお子さんのいる人はわずかだと思いますが、うち

の孫がどうだったんだろうと、色々そういうことで孫と共有しようと思われて聞

いていただいたと思うのですが、他にありませんでしょうか。 

 それでは次に「平成２５年度保健福祉局当初予算について」及び「平成２５年

度こども未来局当初予算について」これを事務局から説明をお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

 

○保健福祉総務課長   

 資料３「平成２５年度保健福祉局当初予算について」を元に説明 

 

  

○委員長   

 はい。引き続きとなっておりますがちょっと長いですから、ここで今の説明に

対してですね、何かご質問とかあるいはお聞きしたほうが良いことがありました

ら。 

新規の事業はどれですか。新年度新規にやる事業というのは１番からずっとい

って、健康部の３番とかそうですか。 

 

○保健福祉総務課長   

 部分的に新規のものもございますが、１つは局課分で自殺対策の強化。 

 

○委員長   

 自殺対策。 
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○保健福祉総務課長   

 自殺対策の中の実態調査、こちらが新規です。 

 

○委員長   

 そういうことですね。新規になりますね。 

 

○保健福祉総務課長   

 あとは、介護支援ボランティアの創設。 

 

○委員長   

 介護支援ボランティアですね。５ページの１番上の７、これも新規なんですね。 

 

○保健福祉総務課長   

 あと、福祉避難所の整備。 

 

○委員長   

 ９番ね。災害時ですね。これも新しい施策としてやりますと。こんなところで

すかね。あとは少しずつ予算が増えたとか減っただとか、あまり詳しいことはわ

かりませんけれど、そういうことですね。 

 

○保健福祉総務課長   

 はい、対象を拡充したりとかですね。 

 

○委員長   

 はい。どうぞどなたか。説明自体はわかりやすかったですね。 

はい、どうぞ。 

 

○委員   

 今おっしゃった新規事業の自殺対策緊急強化の実態調査というのをどういうか

たちでやるのかなと思って、どういうご予定か聞かせていただきたいと思います。 

 

○委員長   

 はい、お願いします。 

 

○地域福祉課長   

 地域福祉課でございます。自殺の実態調査でございますが、まず目的といたし

ましては、これまで本市においては様々な自殺対策を講じてきたんですけれども、

例えば相談支援であるとか人材育成とかそういった自殺対策を講じてきた訳なん

ですが、本市の場合、自殺者数が毎年２００人前後と非常に政令市の中でも数が

少ないために、いわゆる客体が少ないために、なかなか本市の自殺というものの
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傾向がつかめない状況にあります。そこで本市の自殺の傾向をつかむために、警

察や消防からデータを収集いたしまして、そちらのほうを専門機関に委託しまし

て、データの分析を行っていただき、本市の自殺の傾向等をつかみ、それを効果

的な自殺対策に役立てるというものでございます。 

 

○委員長   

 よろしいですか。 

 

○委員   

 はい。本当に自殺の実態調査というのは難しいんじゃないかなと思ったので、

どういうかたちでなさるおつもりかなと思って。 

 

○委員長   

 わかりました。警察といってもなかなか外に見せてもらえない面があるんじゃ

ないですか。どうぞ少しでもある程度の傾向とかね、原因・要因がわかればそれ

が活きてくると思いますから、よろしくお願いいたします。 

 

○委員   

 予防対策をしても、むこうが来てくれなければどうにもならないというのがあ

りますので。 

 

○委員長   

 この部会であがってきて、こういう方針でやりましょうとなったんでしょうけ

れどもね。他にいかがですか。はい、どうぞ。 

 

○委員   

 ３ページの高齢障害部の中の敬老会の開催の助成をするということで、この内

容については本来の趣旨から言えば、かなり進んでいるように思えます。実態と

しては地区部会会員でもあるいは町内自治会会員でも非常に問題ということで極

めて反対意見の多い内容になっております。どういうことかと言いますと、今ま

でずっとそういう敬老会をやって、その時に参加できない人にも大半の場合、み

んな記念品みたいなものを配布していた。やらないところがちょっと増えてきて

問題なのかもしれないけれども、そういうところにも記念品等を配布しておりま

した。今回これをやられた時に、参加しない人に対しては一切補助をしませんと

いう内容をここに書いて、これを見ると非常にわかりにくいのですが、そのため

に今までやっていたところも地区部会等でまとまってやっていたり、あるいは合

同の協議会みたいなところかと思いますけれど、実際に来ない人、来たくても来

られない人に何もあげられないというと町内会長の補助もかえって出しにくくな

ってしまう。今までこのように何か記念品だけで済ませていたようなところも、

これは本来の内容と違うということで、やるのはわかるんですけれど、現実問題



 

 ―９― 

やってるところによると、そういうかたちで今までやってたところもやってない

ところも非常にその辺が使いにくいということで困っている事態です。これに対

して、特に話をしたいのは、こういうことをやるんだと、こういう風に変更する

んだったらもう少し実際にやっているところから意見を聞いてから、進めてもら

えればいいのに、決定してこれだよと言われたので、地区部会の会をやっても、

中央区の場合、地区部会全員反対ですという方針もありますし、中央区の区連協

の中で説明を受けた時に、みんなこんなことやったらとんでもないよという話で、

どうしても弱者を切り捨てるような感じを持ってしまう。行きたくても行けない

人に何も出せなくなるということで、非常に問題になっているので、そこでやは

りこれについてはもう少しこういう風に決める時には、１回実際やっている人た

ちの意見を聞いてもらいたいというのと、合わせて運用してやっていく時にその

辺の問題があるということを良く認識したうえで、進め方も少し幅をもたせても

らいたいという要望とか意見が出ているので、そういう配慮をお願いできないか

ということで。 

 

○委員長   

 はい、お答いただけますか。 

はい、どうぞ。 

 

○高齢福祉課長   

 高齢福祉課でございます。まず、自治会様とかですね、社協の地区部会様のほ

うに事前にお話しをしていただきたかったということで、説明のほうが２月ぐら

いから始めさせていただいているところでございますが、会のほうに出向いてい

くのが少し遅くなってしまったところがございまして、その辺は大変申し訳ござ

いませんでした。ただ、今回の改正につきましては、先ほどちょっとお話しがあ

りましたとおり、まず元々の敬老会の趣旨につきましては、来ていただきまして、

そこで地域交流をしたりとか、世代間で交流を深めていただきたいということで

実施してきたところでございます。そういう中で確かに地域によっては、やる場

所がないとか、実施していただくうえで人が足りないとか、そういうところで敬

老会を開催する代わりに記念品をお配りいただいていたという実態としてあると

いうことは承知しております。ただ、そういうところが、かなり数として大幅に

増えてきてしまった実態がございまして、本来の趣旨である交流を図るという意

味合いでの制度に戻していきましょうということで、まず記念品を配布するとい

うことについては、今後はやめましょうという結論に達したところでございます。

市の内部的な見直しの中で、そのような結論にさせていただいたところでござい

ます。あとは少し幅をということでございますが、実際どこまでということはあ

るんですけれども、今回の制度の内容といたしましては、これまでが１人あたり

６５０円補助金を出していたものを、開催経費、これは例えば自治会様等で出し

ていただく開催経費に対して４分の３を補助するというかたちでやらせていただ

いております。今までに比べれば、かなり開催経費としては多くなるのではない
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かというふうに考えております。ただ、具体的には記念品をお配りにならないと

いう前提のもとに計算をさせていただいておりますが、そういうこともあってこ

れまで以上に予算をまわしてますとさせていただいているところでございます。

ちょっと繰り返しになりますが、確かにご意見を取り入れさせていただけなかっ

たことにつきましては、大変申し訳ございませんでした。以上でございます。 

 

○委員長   

 よろしいですか。また、次年度の分科会でこういう貴重なご意見がありました

ということを踏まえてまた討議をしていただきたいと思います。他にございませ

んでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

○委員   

 すみません。ちょっとお伺いしたいことがあるのですが、２ページの（３）の

ところですけれど、今生活保護の受給というのは色んな意味で注目されていると

思います。医療機関においてもかなり昔に比べてうなぎのぼりに生活保護の方っ

て増えているんですが、受給の見直しというのは考えていらっしゃるのか、今ま

で生保と認定されていた方を実際もう一度再審査してそこからはずすとか、ある

いはそこから漏れていた方を別の基準で中に入れるとか、そういう見直しをされ

ているのかどうかということと、生活保護世帯の学習支援というのは、講師を増

やすということは、今までこの講師を派遣したことによってかなりの効果を上げ

ることが出来たがゆえに講師を増やすということになったんでしょうか。これを

することによって、生活保護の方お一人でも減らすことができるとか、具体的な

ことがあったがために、このようなことを重点目標にされたのかどうか、ちょっ

とお伺いしたいんですけれども。 

 

○委員長   

 はい、お答え願います。 

 

○保護課長   

 保護課でございます。学習支援と生活保護制度の見直しの関係２点についてご

質問いただきましたので、まず１点目の生活保護についてですが、これはご承知

のとおり国の制度でございまして千葉市のほうで単独で何かをやるということは

現段階では当然考えておりません。また、国の方にもこれに関しまして、現在制

度の見直しの中で基準の改定だとかそういったことについては見直しをして、議

論しているところでございますが、その生活保護を一回抜けてまた新たに再チェ

ックするとかですね、そういったことまではまだ達していないという段階でござ

います。 

 続きまして、学習支援制度についてですが、これは生活保護の関係の方につい

ては、貧困の連鎖ということが特に問題視されておりまして、ある調査によりま
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すと、現在生活保護を受けている世帯主の２５％の方、４人に１人の方がですね、

過去にも生活保護を受けていたというような事実もございまして、すぐに効果が

でるようなものではなくて、長期的に学習支援をして、せめて高校その先を含め

て、そういった学習の関係でそれから学歴の関係、その辺をなんとか一般に近づ

けていこうということでやっている制度でございます。効果はある程度あがって

おりまして、実際には、一般の生徒に比べて非常にこれまで低かった生活保護世

帯の子どもたちの進学率が多少上がっているというような効果があります。また、

今回増やした理由の主なものは、これまで英国数３科目を中心にやっておりまし

たが、これからは理科・社会まで範囲を広げてやっていこうということで、こう

いった意味から講師を増員させたものでございます。以上でございます。 

 

○委員長   

 ありがとうございました。よろしゅうございますか。はい、それでは先に進み

ましょうか。もう１つ予算のことで残してございます。資料４こども未来局の当

初予算の概要ですね。はい、よろしくお願いいたします。どうぞ。 

 

○こども企画課長   

資料４「平成２５年度こども未来局当初予算について」を元に説明 

 

 

○委員長   

 はい、ありがとうございました。子育て支援のメニューがたくさん並んで、新

規事業もかなり入っていると思います。はい、それでは質問を受けます。どうぞ。 

 

○委員   

 ちょっと教えていただきたいのですが、保育園を増設するというのはとてもわ

かるのですが、全国的に保育士さんというのがたぶん不足していると思うのです

が、その就労支援に対する問題とか保育士をサポートする仕組みとかはおありな

んでしょうか。 

 

○委員長   

 はい、よろしくお願いします。どうぞ。 

 

○保育運営課長   

確かに保育士不足ということは全国的な問題になっておりまして、私のほうも

潜在保育士の掘り起こしなどを、内部的には検討しており、急ぎ解決しなければ

いけない問題ということで、検討しているところでございます。 

 

○委員長   

 よろしいですか。 
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○委員   

 今基本的には各保育園というのは充足しているんですか。不足で結構人数を入

れられないという園の実態もあると私思うのですが。 

 

○保育運営課長   

 確かに非常に苦しい状況ではございますけれども、一応今のところはなんとか

充足しているところというふうに認識をしております。 

 

○委員長   

 はい、ありがとうございました。他にどなたかございますでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

○委員   

 未成年後見人支援について、２点ほどお伺いしたいことがございます。まず１

点目、この１００万円という予算ですけれども、内訳を教えていただきたいです。

私の記憶しているところによりますと、国での基準が月額２万円で年間２４万円

だったと思うんですね。そうするとちょっと割り切れないので、何人分を考えて

この１００万円にしているのか。それから、報酬等を助成と書いてある、この「等」

の中身ですね。できれば実費が出るといいな、２万円だけでも低いです。親権同

等の役割を果たして年間２４万円、どうやって子どもを育てるんですかという感

じですので、その意味ではとても低い、その中で特に施設さんに入っていると施

設が県内結構遠方にあるんですね、ですから往復するだけで５，０００円以上か

かってしまうよ、みたいなところもあるんです。それだと月額２万円もらっても

どうにもならないところがありますから、実費が含まれているといいなというと

ころで、まず１００万円の内訳が１点目。 

２点目は、この報酬等の「等」は何を指すのかということをお願いします。 

 

○委員長   

 よろしいですか。はい、お願いします。 

 

○健全育成課長  

 健全育成課です。まず、未成年後見人の人数ですが、４人分で主に保険料とい

うことになっております。報酬等の「等」については、実費です。この点につい

ては今後の検討課題であると認識しております。以上です。 

 

○委員   

 ぜひご検討ください。２万円のほうと上乗せでぜひお願いしたいと思います。 

 

○委員長   
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 わかりました。どうぞよろしいですか。次年度、また次に向けてぜひ検討いた

だきたい。それに関連して、私は、その前の話題のですね、５番の５ページと一

番上の（７）でですね、これはボランティアではポイントを与えて交通費も出な

いのはなあという感じだったんですけど。まあ交通費・お弁当代ぐらい出してあ

げたいなと、時給はなかなか無理かもしれないけれども、そう思うのですが、こ

れはちょっと前の保健福祉局の内容でしたからね。またあとでお答えいただいて

もいいです。今のこどもの件について、他に何かございますか。はい、どうぞ。

ちょっとお待ちください。順番にいきますから。 

 

○委員   

 １つだけ教えていただきたいのですが、今度重点施策として新規事業が盛り込

まれているんですけれども、新規事業の中に県費負担、例えばですね新たな子ど

も・子育て支援制度への対応ということで県費負担が８００万、市費が９０万と

いうことで、先ほど説明のあった消費税額でこれが出てくるとすると、消費税が

上がらないと全然できないという解釈、費用に限るとそういう解釈ができてしま

う。というのは、我々政令指定都市になっても県費負担というのはまだまだずっ

と続くんですか。ちょっとその辺がよくわからない、仕組みとしてわからないの

で教えていただきたい。 

 

○委員長   

 はい、どうぞ。お願いします。 

 

○こども企画課長   

 こども企画課でございます。新たな子ども・子育て支援制度について、２点ご

質問があったかと思います。１点目の８９２万４千円のですね、県費の８００万

と言いますのは、安心こども基金です。安心こども基金は国費ですが、県に基金

を造って市町村へ配布するという事業でございます。今現在ですね、政令市なの

で県からの補助金というのは、短期給付事業以外は県費としてというのは特にご

ざいません。あと、制度の本格的施行なんですけど、これはやはりかなりの財源

を必要としますので、消費税が上がらない場合は施行が遅れるという説明を国か

ら受けております。以上でございます。 

 

○委員長   

 よろしゅうございますか。はい、他にありますかね。 

はい、どうぞ。 

 

○委員   

 ２ヶ所なんですが、（７）の配偶者暴力相談支援センターの設置というところで

すが、予算額が３９８万１千円ということで、センターを設置する予算として考

えると非常に低いかなと、職員の方とかセンターの部品設置その他大丈夫なんで
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しょうかというところで、そのような予算になっているのかというのが１点と、

（１０）のところ、今（１）の一時保護所ではかなり児童がたまっていて、なか

なかそこから先動かすことができなくて、一時保護の定員を相当にオーバーして

子どもを受け入れている事例が各地から報告されていますけど、千葉市の場合、

十分なんでしょうかということで、今回整備されると、それで安心していいんで

しょうか。それともさらに今後とも整備が必要な状況なのか教えていただければ。 

 

○委員長   

 はい、どうぞお願いします。 

 

○健全育成課長  

 健全育成課です。７番の配偶者暴力支援センターの算定基準、こちらについて

は箱ものを造るということではなくてですね、人件費が主な内容となっておりま

す。 

 

○委員長   

 もう１つありましたかね。ではお答えを考えているうちに、他に何か。 

 

○委員   

 すみません。今の件で、人件費と電話代だけと考えても３９８万というのは相

当に低いので、これは非常勤の職員を配置するというお考えという理解でよろし

いですか。 

 

○健全育成課長  

 はい、健全育成課です。はい、その通りです。 

 

○委員長   

 もう１つありましたね。はい、どうぞ。お願いします。 

 

○こども企画課長   

 こども企画課でございます。民間児童福祉施設、児童養護施設につきましては、

一応こちらの施設を整備すれば充足すると現在考えておりますが、その後につき

ましては、また状況を見てですね、次の計画に反映していきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

 

○委員長   

 よろしゅうございますか。そうしましたら、一応ご意見がないということで、

以上で平成２５年度保健福祉局当初予算について及び平成２５年度こども未来局

当初予算についてを終了いたします。 

以上をもちまして（２）報告事項２「その他の報告」を終わります。最後に「そ
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の他」になりますけど、これはその他皆さんからご意見を伺うんですかね。何か

ありましたら出して下さい。 

はい、どうぞ。 

 

○委員   

 先ほどの資料３、５ページの７介護支援ボランティアのポイント付与の問題な

んですが。 

 

○委員長   

 ポイントね、どうぞ。 

 

○委員   

 すみません。ボランティアの間でもこの問題は時々出て、他の市町村でもやっ

ているのか問題に出るのですが。ご承知のようにボランティアは無償ということ

になりますので、何かポイントが付与されるのはボランティアにとっては、嬉し

いことなのかもしれないんですが、ボランティアとしては、先程どなたかおっし

ゃっていただいた交通費とかのような実費弁償については、文部科学省のボラン

ティアに抵触しない見解を出しておれらますけれど、ポイントを付与されると、

お金ではないけれどやはり同じように、つまり私たちは立て替えたものは、交通

費みたいに使ったものはいただくけど、自分の懐に入る分はいただかないという

考えを持っているとすると、これはどういうふうに考えたらいいんでしょうかと

いうことです。 

 

○委員長   

 はい、そういうことで私も疑問だったんですけど、どうぞお答えください。 

 

○介護保険課長   

 はい、介護保険課でございます。今おっしゃられたとおりですね、基本的にボ

ランティアというのはやはり無償による努力奉仕といいますか、そういう考え方

ですけれども、介護支援ボランティアにつきましては、全国の８０以上の市町村

が現在実施しておりまして、そのきっかけは厚生労働省のほうで、介護支援ボラ

ンティアというのを介護保険の事業の中に組み入れて実施していく、こういう方

針が示されたのが、千葉市が導入する経緯になります。今お話しのようにボラン

ティア活動をなさっている方に対して、行った先で、交通費程度のお金であると

か、あるいは食事代、昼食こういうものを提供しているところもございます。今

回制度化するのは、介護支援ボランティアということで、施設とかそういうとこ

ろにボランティア活動で行っていただくと３０分以上２時間以内につきましては

１ポイント、それから２時間を超えた場合には２ポイントというポイントが付与

される、そのポイントを貯めて、一定のポイントに達した場合に、１年間その活

動をしていただく訳ですが、その翌年度に実績報告を市のほうに出していただい
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て、その実績に応じて１ポイントを１００円に還元してそれを介護保険料とか、

サービスの利用料とか、あるいはご本人が寄付ということであれば市の基金とか

社会福祉協議会の基金に寄付と、そういうことができる、そういう制度でござい

ます。 

 

○委員   

 ここで言っても仕方ないかもしれないですが、今おっしゃられたように文科省

の考え方と厚労省の考え方が違う。つまり、文科省は懐に入るお金は一銭もない

んだよと考えてらっしゃる。ポイントも私なんかが考えれば、実費弁償ではない

から懐に入るお金のうちかなと思ってしまうと、ボランティアはどう考えたらい

いんだろうかと思います。つまり、介護ボランティアについては、そういうポイ

ントの制度があっても、社会教育ボランティアについては、そういうポイント制

度なんか一切ないと、そうすると同じボランティアでありながら子どもの教育な

んかのボランティアなんかしている社会教育ボランティアのほうは、全然何にも

なくて、介護ボランティアのほうだけポイントが付くっていうのはいかがなもの

かと思って。そういうことについて、そこをどうすり合わせていらっしゃるのか

なと思ってお聞きしました。 

 

○委員長   

 はい、ありがとうございました。これはここで議論してもしようがないと思い

ますけど、私の知っているのは法務局なんかのボランティアはですね、かつては

一銭もくれなかったけど、法の番人のそういうところでも交通費ぐらい出すよう

な方向、場合によっては時給が出るのかわかりませんが、やっぱりボランティア

で働いてもらうということに対してですね、最低賃金ではないですけれど社会が

少しずつそういうふうに動いているんじゃないかなと思うんですけど、どうぞよ

く調べていただいて、ポイントをあげる場合だったら交通費をあげるだとかです

かね、そういうのがいいのかわかりませんから統一した何か、公務の中のボラン

ティアですからよく検討してみてください。 

 他に、ありませんでしょうか。ないようでしたら「その他」ですよね。その他

事務局から何かございますか。次回は７月の半ばということですよね。その他事

務局ないですか。なければこれで議事は終了といたします。 

委員のみなさまのおかげをもちまして予定通り、進めることができました。誠

にありがとうございました。なお、本日の会議の議事録作成につきましては、事

務局及び委員長にご一任願いたいと思います。よろしいでしょうか。それでは事

務局のほうにマイクをお返しいたします。 

 

○保健福祉総務課長補佐   

 本日は委員の皆様方におかれましては、長時間にわたりありがとうございまし

た。なお、大変恐縮ではございますが、この場をお借りいたしまして、３月３１

日付で退職する職員及び４月１日付人事発令により異動となります職員の紹介を



 

 ―１７― 

させていただきます。 

 

３月３１日付退職職員及び４月１日付異動職員等紹介 

 

 

○保健福祉総務課長補佐   

 職員の紹介は以上でございます。それではこれで本日の審議会を終了させてい

ただきます。長時間にわたりましてありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月２５日開催の平成２４年度第１回千葉市社会福祉審

議会の議事録として承認し、署名する。 

 

 

千葉市社会福祉審議会  

 

委員長                   
 


