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平成２６年度第１回千葉市社会福祉審議会 議事録 

 

１ 日時：平成２６年５月３０日（金） 午後７時～午後８時半 

 

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： 

（１）委 員 

畔上加代子委員、池田孝子委員、入江康文委員、小野満佐子委員、金親肇委員、 

金子充人委員、神山裕也委員、木村章委員、鴻﨑豊隆委員、今田進委員、 

佐々木喜代枝委員、清水伸一委員、住吉タミコ委員、宗永元委員、高田啓一委員、 

髙野喜久雄委員、高山功一委員、武孝夫委員、竹田賢委員、玉井美知子委員、 

土屋稔委員、西尾孝司委員、西島浩委員、野尻雅美委員、畠山一雄委員、 

林淳一委員、日暮規夫委員、平山登志夫委員、広岡成子委員、布施貴良委員、 

星野惠美子委員、堀内利男委員、松坂吉則委員、松崎泰子委員、松薗祐子委員、 

宮元純子委員、矢澤孝文委員、山﨑淳一委員、余語一晃委員、渡辺志げ子委員 

 

（２）事務局 

保健福祉局 

河野保健福祉局長、岡部保健福祉局次長、豊田健康部長、大木高齢障害部長、 

初芝保健福祉総務課長、大塚地域福祉課長、加瀬保護課長、三上健康企画課長、 

鳰川高齢福祉課長、富田介護予防・認知症担当課長、小川高齢施設課長、 

須田介護保険課長、根岸障害企画課長、柏原障害者自立支援課長、 

大塚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 

   こども未来局 

    片桐こども未来部長、植草こども企画課長、渡邉健全育成課長、 

丸山こども家庭支援室長、松尾保育支援課長、若菜保育運営課長、 

高須児童相談所長 

 

４ 議題： 

（１）専門分科会等における平成２５年度審議事項及び平成２６年度開催予定 

（２）千葉市社会福祉審議会の組織改正等について 

（３）平成２６年度保健福祉局当初予算について 

（４）平成２６年度こども未来局当初予算について 

 

５ 議事の概要： 

（１）専門分科会等における平成２５年度審議事項及び平成２６年度開催予定 

   「資料１」を元に保健福祉総務課長が説明した。 

（２）千葉市社会福祉審議会の組織改正等について 

   「資料２－１」を元に保健福祉総務課長が、「資料２－４」に沿ってこども企画課長が説
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明した。 

（３）平成２６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。 

（４）平成２６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 会議の経過： 

（１）開会（事務局） 

（２）開会挨拶（保健福祉局長） 

（３）①委員紹介（新任委員） 

②事務局職員紹介（部長以上） 

（４）議事  

 

○委員長  それでは、議事に入らせていただきます。お手元にお配りしていますが、次第に

従いまして進めさせていただきます。 

 議題(１)「専門分科会等における平成 25 年度審議事項及び平成 26 年度開催予定について」

に入らせていただきます。はじめに、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○保健福祉総務課長  はい、保健福祉総務課長の初芝です。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○委員長  座ってどうぞ。 

 

○保健福祉総務課長  では、失礼ですが座って説明をさせていただきます。 

 それでは「専門分科会等における平成 25 年度審議事項及び平成 26 年度開催予定について」

ご説明いたします。お手元の資料１をご覧ください。まず「平成 25 年度千葉市社会福祉審議会

専門分科会等における審議事項」についてです。 

 １の民生委員審査専門分科会では「民生委員・児童委員候補者の適否」について審査してい

ただきました。民生委員・児童委員は、市内 77 地区にあります「推薦準備会」から推薦を受け

た方につきまして「千葉市民生委員推薦会」を経て、当分科会で審査し、厚生労働大臣が委嘱

するものであります。委員任期は３年であり、平成 25 年度は 12 月１日付けで委員任期満了に

よる一斉改選があり、10 月８日開催の専門分科会でその審査をしていただいたところでござい

ます。昨年度は分科会を３回開催し、審査件数は一斉改選による審査 1,432 件と欠員補充によ

る審査 38 件となっておりまして、審査の結果すべての案件について適任といたしました。 

 次に、２の身体障害者福祉専門分科会ですが、当分科会は、身体障害者の福祉に関する事項

について審議を行っておりまして、昨年度は分科会を 1 回開催し、身体障害者手帳の交付状況

や市単独事業による身体障害者福祉施策の実施状況についてご審議いただきました。 

 次に２―１身体障害者福祉専門分科会 審査部会でございますが、こちらは「身体障害者福祉

法第 15 条第１項の医師の指定」について審議していただいております。昨年度は部会を２回開

催し、審査件数は 57 件のうち、新規の指定が 53 件、診断項目の追加や変更が４件となってお

りまして、審査の結果すべての案件について承認といたしました。この指定医は、身体障害者
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手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成していただく医師であり、本年３月

１日現在で、市内で 1,326 人が指定されております。 

 ２ページをご覧ください。３の高齢者福祉・介護保険専門分科会ですが、当分科会は、高齢

者福祉及び介護保険事業の運営に関する事項について審議を行っています。昨年度は分科会を

２回開催し、平成 27 年度から 29 年度を計画期間といたします「第６期千葉市高齢者保健福祉

推進計画」の策定に向けた実態調査やスケジュールをご報告するとともに、昨年７月から開始

いたしました介護支援ボランティアの活動状況、対象範囲の拡大などにつきましてご審議をい

ただきました。 

 次に３―１高齢者福祉・介護保険専門分科会 あんしんケアセンター等運営部会ですが、昨

年度は３回開催し、地域包括ケア推進に向けたあんしんケアセンターの取組み等についてご報

告させていただいたほか、地域密着型サービスの事業者の選定などについて審議をしていただ

きました。その結果、５事業者を選定しております。 

 ３ページをご覧ください。４の地域福祉専門分科会ですが、当分科会は地域福祉に関する事

項について審議を行っており、昨年度は２回開催しております。分科会では地域住民、事業者、

活動団体、行政などがお互い協力して地域で支え合い、助け合うまちをつくっていくための「千

葉市地域福祉計画」に係る審議等を行っておりますが、昨年度は、平成 27 年度から 29 年度を

計画期間とする「第３期千葉市地域福祉計画」の策定方針等について、ご審議いただいたとこ

ろです。 

 次に５の児童福祉専門分科会ですが、昨年度は２回開催し「夢はぐくむ ちば こどもプラ

ン(後期計画)」の進捗状況のほか、「里親の認定」などについてご審議いただきました。計画に

もあるとおり、計画の進捗状況につきましては、本分科会に報告し、ホームページなどで公表

することとされておりまして、昨年度も平成 24 年度の進捗状況をホームページで公表したとこ

ろであります。 

 次に「里親認定の適否」についてですが、里親になることを希望されている方は、市に申請

し、市長の認定が必要となります。この認定につきましても当分科会で審査していただいてお

りまして、昨年度は２回開催し、養育里親に係る審査が４件、専門里親、これは要保護児童の

うち特に支援が必要と認めた児童を養育する里親になりますが、この審査が２件の計６件の審

査を行い、すべて認定いたしました。また、里親の登録更新についてもご報告させて頂いたと

ころです。 

 最後に５―１児童福祉専門分科会 処遇検討部会ですが、昨年度は部会を１回開催し、保護者

による不適切な養育により、児童の福祉を著しく害していると判断されたケースにつきまして、

ご審議いただきました。審査件数は３件で、内訳といたしましては、まず「家庭裁判所への申

立て」「一時保護の継続」が各１件で、これらの措置をとることが保護者の意に反することから、

児童福祉法の規定に基づき当該措置をとることについて、ご審議いただいたものでございます。

審査の結果、２件とも承認といたしました。 

 また、法第 33 条の７の規定に基づきまして、施設入所を継続している児童の保護者に対する

親権停止請求１件についてもご審議いただき、審査の結果、承認といたしました。なお、これ

らの審査のほか、法施行令第 32 条第２項によりまして「家庭裁判所への申立て」１件について

報告したところでございます。 

 続きまして「平成 26 年度の各専門分科会等の開催予定」についてですが、次ページに開催時

期と審議内容を記載しております。今年度は、例年の審議事項に加えまして、高齢者・介護保
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険専門分科会では、平成 27 年度から 29 年度を計画期間とする「第６期千葉市高齢者保健福祉

推進計画」を、地域福祉専門分科会では、平成 27 年度から 29 年度を計画期間といたします「第

３期千葉市地域福祉計画」を、児童福祉専門分科会では、平成 27 年度から 31 年度を計画期間

といたします「(仮称)千葉市こどもプラン」の、３つの計画の策定を予定しておりますので、

各分科会の委員さんにおかれましては、忌憚のないご意見をいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 以上で「専門分科会等における平成 25 年度審議事項及び平成 26 年度開催予定について」の

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  はい、ありがとうございました。昨年度の実績をご報告いただいたわけですが、

分科会ないし部会に属している委員さん方は、重々承知している内容だと思いますが、他の分

科会、部会の委員さん方で、今のご報告で何か疑問点があるようなことがありましたら、ご発

言願いたいと思いますが、いかがでしょうか。本年度の計画等かなりたくさん計画しつつある

ようでございます。 

無いようでしたら、また後ほど振り返ってご質問を受けることにいたしまして、今日はだい

ぶ資料が多いですから、先に進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、議題(２)「千葉市社会福祉審議会の組織改正等について」、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

○保健福祉総務課長  保健福祉総務課でございます。 

 それでは引き続きまして、本審議会の組織改正案につきましてご説明いたします。 

 お手元の資料２―１をご覧ください。本審議会の組織改正案につきましては、昨年７月の親

会で説明をさせていただきましたが、事務局で再度検討した中で、改正内容に変更がありまし

たので、これらも併せて改めてご説明させていただきます。組織改正の主な点は２点でござい

ます。 

 １点めは、前回説明させていただきましたとおり、本審議会の児童福祉専門分科会に新たな

部会「設置認可部会」を設置するものです。資料中央の網掛け部分となります。これは平成 24

年８月に可決・成立いたしました、いわゆる「子ども・子育て関連３法」に基づきまして、児

童福祉法及び認定こども園法等の改正によりまして、新たに本審議会の児童福祉専門分科会に

て意見聴取が義務付けられるもの、また合議制の機関からの意見聴取が義務付けられる項目が

加えられたことによるものです。 

 義務付けられる具体的な項目については、資料右側の上段の囲みにあります「子ども・子育

て関連３法の成立に伴う関係法令の改正点」をご覧ください。こちらにございますように、１

の保育所の設置認可、２の地域型保育事業の認可、３の新幼保連携型認定こども園の認可、こ

れらの認可を市が行うにあたりまして、意見聴取が義務付けられました。 

 本市では、この３つの項目について、新設いたします「設置認可部会」で意見聴取をしたい

と考えております。また「設置認可部会」の新設によりまして、現在、設置認可部会と類似の

業務を所掌しています、資料でいいますと下段になりますが、千葉市社会福祉法人設立等審査

委員会の児童福祉部会のすべての業務を、社福審の設置認可部会へ移行したいと考えておりま

す。こちらの改正につきましては、前回の親会時の説明から変更はございません。 

 次に２点めですが、これは新たに今回改正内容に加えたものです。再び資料下段をご覧くだ



―５― 

さい。社会福祉法人設立等審査委員会の児童福祉部会の業務をすべて社福審に移行することか

ら、同じく施設整備に係る選定審査等を行っている同審査委員会の高齢福祉等部会の業務につ

きましても、効率化の観点から社福審の方に新たに設置する「社会福祉法人・施設専門分科会」

の方に移行しようとするものでございます。また、この移行に伴いまして、千葉市社会福祉法

人設立等審査委員会としての業務がすべて社福審へ移行することとなりますので、下段の法人

等審査委員会を廃止するものです。 

 以上２点が主な改正点です。また、これら２点の改正に伴いまして、委員定数を 50 名から

60 名へ変更する改正も併せて行います。 

なお、今回新設する分科会及び部会の委員さんにつきましては、法人審査会の各部会の委員

さんにそのまま移行していただくことを考えております。以上の内容を盛り込みました条例改

正案を千葉市議会第２回定例会に上程し、今後ご審議いただく予定となっております。なお、

いずれの改正も本年９月１日施行を予定しています。具体的な条例改正の内容につきましては、

資料をもう１枚めくっていただきますと、資料の２―２新旧対照表がございますので、後ほど

ご覧いただければと思います。 

 私からの説明は以上となりますが、今回の組織改正に関連する「子ども・子育て支援新制度」

につきまして、こども企画課長より引き続きご説明させていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

○委員長  それでは、どうぞ引き続きお願いいたします。 

 

○こども企画課長  はい、こども企画課の植草でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  座ってどうぞ。 

 

○こども企画課長  はい、ありがとうございます。それでは、私から平成 27 年４月１日から

施行予定であります「子ども・子育て支援新制度」につきましてご説明いたします。お手元の

資料２―４「子ども・子育て支援新制度の概要」をご覧ください。 

 まず、資料の左上段にございます目的と根拠法ですが、目的は質の高い幼児期の学校教育・

保育の総合的な提供等で、ここに３つほどまとめてあります。そして、これに伴う関連３法と

いうことで、こちらに示してあります。そして、社会保障と税の一体改革によりまして、子ど

も・子育て支援を含みます少子化対策が年金、医療、介護の３分野に並び、社会保障の１分野

として位置付けられているというところです。 

 それでは、資料の右中段の財源・費用負担の方に少し目を移していただきたいと思います。

この位置付けられたことによりまして、消費税率 10％への引き上げによる税収のうち、7,000

億円が新制度の恒久財源として確保されました。学校教育、保育を必要とする子どもに対する

個人給付の創設、それから、幼児期の学校教育と保育の総合的な提供の推進等が図られること

となりました。なお、国と地方の負担割合は下に表にしてありますが、記載のとおりでござい

ます。 

 次に、右上段に目を移していただきたいのですが、給付と事業の体系のところです。新制度

による子ども・子育て支援ですが、大きく、幼稚園・保育所のように日常的に子どもを預ける

サービスを受ける場合の「子ども・子育て支援給付」と、あらゆる子育て家庭がニーズに応じ
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て利用する地域の子育て支援のための「地域子ども・子育て支援事業」、この２つに分類できま

す。そしてこの「地域子ども・子育て支援事業」には、妊婦健診、乳児家庭全戸訪問など、保

健福祉局所管の母子保健施策も含まれています。 

 また、目を左側上の方をご覧いただきたいのですが、新制度のポイントでございます。ポイ

ントの１つめですが、給付制度の創設です。介護保険、それから障害者自立支援に近い仕組み

で、個々の子どもの保育の必要性を認定し、その内容に応じた給付を保障するものでございま

して、保護者と施設の直接契約が基本となっています。 

 ただし、幼稚園は新制度の枠組みに入らず、給付を受けずに現在の私学助成を受けて運営し

続けることが可能となっておりますこと、それから民間保育園につきましては、従来どおり保

育の実施義務を市が担い、保護者と市の契約となること、この２点が例外的な取扱いとなって

います。また、３歳未満児を対象といたします小規模保育事業、それから家庭的保育事業等も、

新たに市町村の認可事業とされ、給付の対象となります。 

 それから、その下にあるポイントの２つめです。新たな「幼保連携型認定こども園」の創設

でございます。これまで認可幼稚園と認可保育所の組み合わせにすぎなかった「幼保連携型認

定こども園」が、３歳以上児に対する学校教育、それと、保育を必要とする子どもに対する保

育、及び保護者に対する子育て支援を総合的に実施する単一の施設となり、認可・指導監督権

限は政令市等に委譲一本化されることとなります。 

 この新たな「幼保連携型認定こども園」の認可権限者である政令市等に、認可・指導監督に

あたって意見聴取を行うための合議制機関・附属機関の設置が義務付けられたことにより、こ

の機関を児童福祉専門分科会に位置付けることが、今回の組織改正の１つめの目的となってい

ます。 

 その下にあるポイントの３つめですが、認可制度の改善でございます。これまでの保育所等

の認可は、市町村の裁量によりまして、予算等を考慮して整備地域や施設を限定して参りまし

た。新制度では、認可申請がありまして、市が条例で定める基準をクリアしていれば、供給過

剰の場合などを除き、認可が原則となることで量的拡充が図られることとなります。介護・障

害分野の指定制に近い考え方を、認可制度の枠組みの中で行おうとするものでございます。 

 これによりまして、認可が原則となる一方、申請内容が認可基準を満たしていることや事業

者の適正性等を、外部の専門的見地から確認するための手続きとして、新たに認可にあたり児

童福祉審議会、本市においては児童福祉専門分科会の意見を聴取する手続きが法定されること

となります。分科会の下にこの意見聴取を行うための部会を設置することが、今回の組織改正

の２つめの目的となります。 

 左下のポイントの４と５ですが、時間の関係で割愛させていただきますが、新制度によりま

す「子ども・子育て支援施策」は、27 年度から 31 年度までの５か年計画を策定しまして、そ

の中で設定する施設や事業の事業見込みと供給目標に基づきまして、施設事業を実施していく

こととなります。現在「子ども・子育て会議」の意見を聴きながら、計画策定を進めていると

ころです。 

 最後になりますが、スケジュールでございます。この資料の右下のスケジュール（予定）と

いうところをご覧いただきたいと思います。国の今進めております進捗具合もございまして、

非常にタイトなスケジュールで施行準備を進めざるを得ない状況にございます。これは千葉市

のみならず、全国の自治体が抱えている共通の課題です。 

 そして６月下旬から７月上旬に分科会を開催いたしまして、各種施設・事業の認可基準等を
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定める条例につきまして、ご審議いただく予定です。ご意見を踏まえた条例案を９月議会に上

程いたしまして、議決を経て、10 月に基準条例を公布する予定となっております。組織改正に

よりまして、新たに設置されます設置認可部会による審議につきましては、９月から 10 月に計

画段階の事前審査、３月に認可申請後の意見聴取を行う予定となっております。 

 そして、消費税が 10％にならないのではという懸念もございますが、まずは 27 年４月の新

制度スタートに向けて、現在準備を進めているところです。説明は以上です。よろしくお願い

します。 

 

○委員長  はい、ありがとうございました。Ａ３版の２つになりますが、最初の方は社会福

祉法人設立等の審査委員会が廃止されて、それがこの太い筋のようになって１つの専門分科会

が生まれ、また部会が発足する、これに移行するということで整備されたことと思います。 

 ２つめの新しい制度である「子ども・子育て支援新制度」の概容については、ただいまお話

いただきましたように、専門分科会の中の児童福祉専門分科会に属するという考えでいいです

ね。ですから、黒く塗っていない児童福祉専門分科会のところは、27 年度の４月にはこういう

制度になりますということですね。ただいまの説明ちょっとごちゃごちゃして、これからの問

題ですけれどもね。少子高齢化ということですが、高齢化よりも少子化の方にかなりウエイト

が置かれるような感じがいたします。児童福祉専門分科会の方々には、よろしくお願いしたい

と思います。説明について、何かご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

 はい、どうぞ。所属とお名前をお願いします。 

 

○委員  この社会福祉審議会の設置認可部会、法律によって作られたのでしょうけれども、

私ども今まで幼稚園は県の管轄下になっておりました。千葉市の今までの社会福祉関係で言い

ますと、大学の先生ですとか会計士、弁護士さんということで、客観的に言ってこうした社会

福祉における千葉市議会の人たちと、いわゆる学校の実際に経営されている委員の方が結構お

られるんですね。ですから、今回こういった許認可に関することに関しては、十分保育園団体、

保育園を経営されている方、それから幼稚園を経営される方も、委員の人選については十分ご

配慮いただけたらと思います。 

そして、今この子育て会議に対する支援制度の説明がありましたが、非常にこれはタイトな

ものです。短期間に、幼稚園の場合は特にそうですが、施設型給付にするのか、従来どおりの

私学助成を受けてやるのか、今非常に判断に苦しんでいます。 

 また、私どもの保護者に聞いても、ほとんどこの新制度については知らないという状態です

ので、ぜひ行政で子どもを持つ世帯に、十分この新制度について説明していただいて、これが

浸透するようにやっていただきたいと思います。以上です。 

 

○委員長  事務局、今のご意見に対して、何かお答えありますか。どうぞ、お願いします。 

 

○こども未来部長  １点めにつきましては、今後検討させていただきます。また、２点め、

市民の皆様にできるだけ周知を図りまして、混乱のないよう努めてまいります。以上でござい

ます。 

 

○委員長  その一言が欲しかったように思います。どうぞよろしくお願いいたします。他に
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いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○委員  説明大変わかりやすくお話いただきまして、ありがとうございます。基本的にこの

移行スキームについては、異論を唱えるものではありませんでした。 

 ただし、この１つ前の資料になりますか、２ページ、項目の３の高齢者福祉・介護保険専門

分科会において、第２回３月 20 日に開催されているところですが、この場においても質問をさ

せていただいた件に関連いたしまして、千葉市社会福祉法人設立等審査委員会が新設の方に移

行するということです。この選定に至るプロセス及び結果の透明性について、若干の疑義がご

ざいます。 

 千葉市の場合は、情報開示にとりわけ優れているという新聞報道が一部ありますので、その

件については、より一層の透明性についてご配慮いただけたら大変ありがたいと思います。周

辺の市町村におきましては、既になされていることがまだ十分ではない等の市民からの意見も

いただいておりますので、ぜひ積極的な情報開示に努められるよう、お願い申し上げたいと思

います。以上です。 

 

○委員長  これも事務局からお願いいたします。 

 

○保健福祉総務課長  保健福祉総務課でございます。開示につきましては、各方面からもご

意見をいただいているところがございまして、見直しを図っているところです。 

 具体的に申し上げますと、事前に審査の対象となる項目を小項目まで開示するということと、

結果についてですが、これまでは１位と２位の法人名しか公開しておりませんでしたが、これ

を同じ市でやっております指定管理者選定評価委員会の開示レベルに合わせまして、基本的に

は名称の公開は２位までですが、それ以外の全法人に対しまして、合計点数だけは公開してい

こうということで検討しております。以上です。 

 

○委員長  よろしいですか。 

 

○委員  いつから変更がされるのか、お伺いしてもよろしいでしょうか。 

 

○委員長  はい、どうぞ。 

 

○保健福祉総務課長  今年度の審査案件から適用して参ります。 

 

○委員  わかりました。ありがとうございました。 

 

○委員長  ありがとうございました。他にございますか。それでは、先に進ませていただき

ます。議題(３)「平成 26 年度保健福祉局当初予算について」ということで、予算については２

つありますが、保健福祉局の方から説明をお願いいたします。どうぞ。 

 

○保健福祉総務課長  保健福祉総務課でございます。 

 「平成 26 年度保健福祉局 当初予算の概要」についてご説明いたします。開催時期の変更に
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伴いまして、昨年度末には委員の皆様方に「保健福祉局・こども未来局 当初予算のあらまし」

を送付させていただいておりますが、本日はお手元にお配りしました、資料３「当初予算の概

要」で説明させていただきます。 

 資料３の１ページをご覧ください。初めに、保健福祉局の当初予算編成にあたっての基本的

な考え方です。少子・超高齢化の進展など、保険・医療・福祉を取りまく環境が変化する中で、

支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちをつくるため「新基本計画」等に基づき、下記の(１）

から(４）の４項目を施策展開の柱といたしまして、市民ニーズへの対応と総合的・計画的な施

策展開を図り、市民福祉の一層の向上に努めることとしております。 

 次に予算額の概要ですが、まず「一般会計」の最終予算額は 963 億 5,000 万円、前年度比較

で 59 億 9,300 万円、6.6％の増となっております。これは主に生活保護費や障害者介護給付費

の増などによるものです。また、歳入の主なものにつきましては、生活保護費や障害者介護給

付費などに係る国庫負担金などでございます。 

 次に「特別会計」です。初めに「国民健康保険事業特別会計」ですが、予算額は 962 億 1,700

万円で、保険給付費や共同事業拠出金が増額となることから、0.7％の増となっております。歳

入の主なものは、前期高齢者交付金、国民健康保険料などです。 

 次に、「介護保険事業特別会計」ですが、予算額が 580 億 3,600 万円で、被保険者数の増に対

応した第５期介護保険事業計画に基づきまして、サービス提供に取り組むことから、8.4％の増

となっております。歳入の主なものにつきましては、支払基金からの交付金、介護保険料など

です。 

 次に、「後期高齢者医療事業特別会計」ですが、予算額が 88 億 7,500 万円で、広域連合への

納付金が被保険者数の増により増額となることから、11.3％の増となっております。 

 次に、「霊園事業特別会計」ですが、予算額は 8 億 600 万円で、平成 25 年度に供用を開始し

た桜木霊園合葬墓の整備費が減額となることから、2.8％の減となっております。 

 ２ページをお開きください。重点事務事業について、局課分からご説明いたします。 

初めに、(１）ですが、民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手を掘り起こすため、民

生委員を補佐する協力員を配置いたします。次に(２）ですが、基礎学力の向上のため、生活が

困窮している家庭の中学生を対象に学習支援を行います。また、(３)で生活保護を受給する元

暴力団や処遇困難ケースへの対応に加え、警察との連絡調整などを行う警察官ＯＢを増員する

ほか、（４）で被保護者の就労支援を強化するため、専門資格を有するキャリアカウンセラーを

増員いたします。 

 ３ページをお願いいたします。健康部でございます。(１)ですが、妊娠を希望する女性を対

象に風しん抗体検査の費用を全額助成するとともに、抗体価が低い方へ風しん予防接種費用の

一部助成を行います。次に(２）では、水痘ワクチンの定期予防接種の実施、(３)では成人用肺

炎球菌ワクチンの定期予防接種及び任意予防接種を、本年 10 月から新たな制度として実施いた

します。次に(４)ですが、歯科口腔保健事業の推進のため、新たに非常勤嘱託歯科医師を配置

いたしました。次に(５)ですが、子宮がん集団検診の検査方法を変更し、検査時間の短縮と検

査精度の向上を図ります。 

 ４ページをお願いいたします。（６）ですが、引き続き、地区組織や事業所などが行う健康づ

くりの取組みを支援するとともに、個人向けにつきましても、より多くの方が参加できるよう

ポイント制度を実施し、効果の検証を行って参ります。次に（７）ですが、１歳６か月児健康

診査時の発達障害への対応を強化するため、健診制度を整備し、事後フォローを強化いたしま
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す。次に(８)、桜木霊園・平和公園の環境整備を引き続き行うものでございます。 

 ５ページをお願いします。高齢障害部でございます。（１）ですが、災害時における高齢者等

の避難支援を円滑かつ迅速に行うため、避難行動要支援者名簿を作成いたします。次に（２）、

認知症の方やその家族に対しまして、初期の支援を包括的・集中的に行う認知症初期集中支援

チームを、市内 1 カ所に設置いたします。次に（３）、介護保険事業計画を包含した高齢者保健

福祉推進計画を策定いたします。（４）は介護サービスの基盤の充実を図るため、社会福祉法人

が設置する特別養護老人ホームなどについて、整備費を助成いたします。 

 ６ページをお願いいたします。（５）医療ニーズの高い高齢者の在宅生活を支えるため、定期

巡回・随時対応サービスや複合型サービスを整備する法人に対し、整備費を助成いたします。(６）

高齢者が高齢者施設などでボランティア活動を行った場合に、ポイントを付与する介護支援ボ

ランティア制度を拡充いたします。次に（７）ですが、障害者(児)に対するサービス等利用計

画の作成を推進するため、相談支援事業所が雇用する臨時職員の賃金など、必要な経費を助成

します。次に（８）、第３次障害者計画と、障害者総合支援法に基づく第４期障害福祉計画を策

定いたします。 

 次に、障害のある人の地域生活を支援するための事業といたしまして（９）では旧高浜第二

小学校跡施設を活用するもの、また、７ページになりますが、（10）では旧真砂第一小学校跡施

設を活用いたしまして、障害福祉サービス事業所・地域活動支援センターなどの整備を行いま

す。 

 また、（11）で新たに障害福祉サービス事業への参入を予定している事業主などを対象とした

起業塾を開くほか、（12）で障害者グループホームの整備に係る新築、開設準備、運営に関する

費用、スプリンクラー設置費などを助成いたします。（13）は、障害者の職場定着を支援するた

め、一般就労を希望する障害者を対象に、企業での職場実習を実施いたします。 

 ８ページをお願いいたします。次に、見直した主な事業でございます。（１）の「老人クラブ

育成」につきましては、会員数の増加を促進するため、会員数の多いクラブに対する補助金額

が増額となるよう、補助単価を見直しました。また、（２）の「高齢者いきいき健康園芸」は、

市民農園など類似事業を実施していることから、廃止することといたしました。さらに（３）

の「ことぶき大学校運営」につきましては、学科ごとの応募状況を考慮し、定員数を見直すこ

とといたしました。 

 このほか、（４）の「知的障害者（精神障害者）生活ホーム開設準備費、世話人代替費補助金」

及び（５）の「障害者就労支援パソコン講座」につきましては、類似する事業があることから、

廃止することといたしました。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  ありがとうございました。最初のページで概要を説明していただきまして、その

次からは重点事業で、各部への予算が通っているわけですから、それを今年やっていこうとい

うことで、だいぶ細かく金額が出ております。 

 いかがですか。今お聞きになって。あまりたくさんになるので、どれがどれだかわからなく

なることはあるかもわかりませんけど。分科会に所属している方で、比較的自分の分科会に関

係している辺りの予算ということでご理解いただけるかと思いますが、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員  分科会ではないので、逆にお聞きしたいのですが。２ページの民生委員協力員制度
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なのですが、確かに民生委員さんはいろんなことで大変ですし、お仕事量も多いということで、

私ども違う委員会でもご同情申し上げているのですが、この協力員という方達は、例えばどう

いう資格なのか、どこの「管理」という言葉は好きではないのですが、民生委員さんについて

は選ぶ制度は決まっていますが、この協力員さんというのは民生委員さんの下部組織みたいな

ものなのか、委嘱するのは市長なのか、どの辺までの仕事が協力といえるのか、ちょっと知り

たいのですが。 

 

○委員長  お願いします。 

 

○地域福祉課長  地域福祉課の大塚でございます。民生委員協力員制度についてお答えいた

します。まず民生委員協力員の資格ですが、これは「社会福祉の精神に富み、人情で機微に通

じ、地域の実情に明るく」という辺りは、民生委員と同じでございます。 

 ただし、民生委員と違いますのは、年齢制限がないということです。民生委員の場合は、再

任の場合で、75 歳未満ということになりますので、協力員はそれがないということです。従い

まして、民生委員経験者が協力員になるということも可能でございます。 

 委嘱の方法につきましては、協力員を必要とする民生委員に協力員の候補者を選んでいただ

きまして、地区の民生委員児童委員協議会会長の推薦を経て、市長が委嘱ということになりま

す。以上でございます。 

 

○委員  了解しました。この仕組みは、どこか他の市でやっているところはありますか。 

 

○地域福祉課長  政令市で申し上げますと、１番最初に始めたのが神戸市でございまして、

その次に新潟市がやっております。 

 

○委員長  ありがとうございました。今の項目の次の項目に、生活困窮者学習支援というこ

とですが、何か名前を聞いて「生活困窮者と言われるのは嫌だ」ということはありませんか。

生徒を支援するのですね。名前については、よその都市でも生活困窮者という名前を使ってい

るのですか。 

 

○保護課長  保護課の加瀬でございます。この「生活困窮者学習支援」の生活困窮者の部分

ですが、実は来年の４月から生活困窮者自立支援法という法律が成立いたします。これが施行

されますので、現在はモデル事業ですが、そういう意味でこの名称を使わせていただいている

ところでございます。 

 

○委員長  わかりました。何か中学生で「君は生活困窮者のあれだ」というと、いじめみた

いに感じてしまうものですから、ちょっと次の項目に目が移りましたものですから。 

 たくさんの説明があって、かなり省略していただいたと思うのですが、ぜひこれだけは聞い

ておきたいということはありますか。 

 無いようですから、もう１つの予算である「こども未来局の当初予算」について、この説明

をいたしましてから、聞きたいと思っていることがありましたら、後からお聞きしますのでご

発言ください。 
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 では、先にどうぞ。 

 

○こども企画課長  はい、こども企画課の植草でございます。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。 

 「平成 26 年度こども未来局当初予算の概要」につきまして、ご説明いたします。資料４の１

ページをご覧ください。 

初めに、こども未来局の平成 26 年度当初予算編成にあたりましての基本的な考え方をご説明

いたします。「子どもを産み育てたいと思うまち『ちば』の実現」を基本理念に「安心して子ど

もを産み、楽しく、健やかに育てることができる、子育てにやさしいまち」「未来を担う子ども

たちが、大きな夢を持ち、明るく心豊かに育つまち」の実現を目指して参ります。 

 中ほどの表をご覧ください。２の予算額の概要でございます。まず「一般会計」の歳出予算

額は、423 億 3,300 万円。前年度比較で 19 億 7,300 万円。4.9％の増となっております。これ

は主に私立保育園の入所児童数が増加したことに伴いまして「私立保育園運営・助成費」が増

額となったことや「子ども医療費」の通院医療費を中学校 3 年生まで拡大したことなどによる

ものでございます。また、歳入の主なものといたしましては「児童手当給付費収入」や「保育

所保育費負担金」などです。 

 次に、この表の下段「母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計」の歳出予算額ですが、予算額は

３億 500 万円で、0.2％の増となっております。 

 続きまして、３の重点事務事業につきましてご説明いたします。（１）の「(仮称)こどもプラ

ン策定」ですが、子ども・子育て支援新制度への対応を含めた、すべての子どもと子育て家庭

への支援等を総合的に定める新たな計画を策定いたします。 

 ２ページをご覧ください。１番上の（２）の「こどもの参画推進」ですが「こども・若者選

挙」などの各種事業を実施するほか「こどもカフェ」の運営を行います。また「プレーパーク」

にプレーリーダーを派遣いたします。（３）の「私立幼稚園災害対策」ですが、防災ラジオ等の

防災用品を配付し、私立幼稚園の防災対策を支援いたします。次に（４）の「私立幼稚園就園

奨励費補助」ですが、国の制度改正に伴いまして、生活保護世帯及び第３子の保護者負担の無

償化を図るとともに、第２子の保護者負担額を第１子の半額となるよう補助単価の引き上げを

行うものでございます。 

 次に（５）の「私立幼稚園長時間預かり保育補助」ですが、５園拡充いたしまして 25 園で実

施いたします。次に（６）の「子ども医療費助成」ですが、通院医療費の対象年齢を小学校３

年生から中学校３年生まで拡大するとともに、拡大分の保護者負担額を通院１回につき 500 円

とし、幅広い年齢層への支援を行うものです。 

 ３ページをお願いいたします。（７）の「認定こども園の整備・移行支援」ですが、新設や移

行に伴う費用を助成するほか、保育教諭となる職員の資格取得を支援いたします。次に、（８）

の「児童自立生活援助（子どもシェルター）」ですが、虐待を受けた児童の安全を確保するため、

民間の「子どもシェルター」へ委託するものです。 

 次に（９）の「小規模住居型児童養育（ファミリーホーム）」ですが、１か所拡充して３か所

で実施いたします。次に（10）の「児童養護施設等環境改善」ですが、施設の改修や備品購入

等について助成を行うものです。その下の（11）の「ＤＶ防止対策」ですが、配偶者暴力相談

支援センターを運営するとともに、デートＤＶ予防啓発リーフレットを作成いたします。 

 ４ページをお願いいたします。（12）の「子どもルーム整備・運営」ですが、５か所で施設改



―１３― 

善を行うものです。次に（13）の「青少年健全育成」ですが、青少年の健全育成を総合的に推

進するため、関係団体などの活動を支援するほか「子ども・若者総合相談センター」を運営い

たします。次に（14）の「小規模保育事業開設支援」ですが、３歳未満児を対象とした定員６

人から 19 人の小規模保育事業について、６か所整備いたします。 

 次の（15）「男性の育児参加支援」ですが、市民局からの移管事業で「男性の育児休業取得促

進奨励金」の創設、協働事業提案制度によるイベントを実施するほか「イクメンハンドブック」

の作成を行うものです。次に（16）の「私立保育園の整備」ですが、定員変更２か所、分園設

置が１か所、新設３か所、合わせまして６か所を整備し、200 人の定員増を予定しております。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。（17）の「子育て支援コンシェルジュ」ですが、

子育て支援サービス全般の情報提供を行う「子育て支援コンシェルジュ」を全区に配置いたし

ます。次に（18）の「子育てリラックス館の運営」ですが、稲毛区に１か所開設し、全体で 12

か所といたします。次に（19）の「病児・病後児保育」ですが、実施施設を１か所増やし、全

体で 10 か所といたします。 

 次に（20）の「私立保育園運営・助成」ですが、昨年度整備を進めておりました８か所を含

めまして、私立保育園合計 71 園に対しまして、運営委託及び助成を行うものでございます。ま

た、私立保育園の調査・指導を行う巡回指導員を配置いたします。次に（21）「認可外保育施設

の認可化移行支援」ですが、認可保育所への移行を目指す施設に対し、運営費の一部を助成す

るとともに、必要な改修費等についても助成を行うものです。また、保育士資格を有しない保

育従事者の資格取得の支援を行います。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。（22）「寒川保育所民間移管」ですが、民設民営

の手法により建替えるとともに、移管先事業者との共同保育を実施し、円滑な移行を図ります。

次に(23）「保育士の確保」ですが、私立保育園における職員の給与改善に要した経費について

助成するとともに、保育現場を離れている潜在保育士の再就職を支援する研修や、新卒学生を

対象とした出張説明会を行うものでございます。 

 次に（24）の「求職中世帯保育料軽減助成」ですが、求職活動を理由とした認可保育所の入

所待ち児童について、認可外保育施設と認可保育所の保育料の差額相当分を助成するものです。

次に（25）の「一時預かり・特定保育・休日保育」ですが、記載のとおり実施施設をそれぞれ

拡充いたします。 

 最後に、見直した事業につきまして、ご説明いたします。（１）の「定時制・通信制教育振興

会補助」ですが、社会情勢の変化等に伴い、補助効果が低下しているため、平成 25 年度末で廃

止したものです。説明は以上でございます。 

 

○委員長  ありがとうございました。どなたか質問、ご意見ございましたらどうぞ。 

はい、ありますね、どうぞ。お名前と所属を言ってください。マイクがいきます。 

 

○委員  母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計というのがありますが、福祉資金というのはど

ういうものなのですか。例えばどういうものを福祉資金といいますか。 

 

○委員長  はい、どうぞ。ページ数でいうと何ページですか。 

 

○委員  すみません、１ページです。 
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○委員長  １ページですね。どうぞ。 

 

○こども家庭支援室長  こども家庭支援室でございます。貸付としましては、修学資金、就

学支度資金とか、お子さんに向けた貸付が数としては多くなっております。 

 

○委員長  はい、どうぞ。 

 

○委員  すみません。母子というところにこだわるのですが、母と子だけですか。例えばお

父さんが１人で面倒をみている場合は。 

 

○委員長  はい、どうぞ。 

 

○こども家庭支援室長  これにつきましては、法律の今年度 10 月の改正により、父子も 10

月からは対象になるように改正される予定です。 

 

○委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

○委員長  よろしいですね。他にどうですか。どうぞ。 

 

○委員  公立の保育所には、看護師が必ず置いてありますが、私立の保育園では看護師が勤

務していない保育園が多いと聞いております。やはり子どもの健康を考えますと、今年のこと

ではないのですが、今後、民間の保育園にも看護師を勤務させることができるような、予算措

置をしていただけるとよろしいかと思います。 

 

○委員長  はい、ありがとうございました。ご意見ですが、何かコメントはございますか。

どうぞ。 

 

○保育支援課長  はい、保育支援課です。現在看護師につきましては、設置をする義務とい

うのはありませんが、今後様々な保育ニーズに対応するに当たりまして、看護師の配置という

ものも検討されているようですので、その際には、検討して参りたいと考えております。以上

です。 

 

○委員長  他に何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○委員  １つ不勉強なところで教えて欲しいのですが、５ページの「子育て支援コンシェル

ジュの配置」というところです。支援コンシェルジュという言葉は、割と新聞等でも聞いてお

りますが、全区に配置するということでそれなりの評価をしたと捉えたわけですが、具体的に

どのような成果があったかを教えていただけるとうれしいのですが。 

 

○委員長  はい、お答え願います。 
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○保育支援課長  保育支援課です。今年度、中央区、稲毛区、これまで待機児童の非常に多

かったところに、コンシェルジュをモデル配置をいたしまして、検証しました。各利用者に対

しまして、子育て支援施設に関するあらゆる情報提供を行いました関係で、例えば保護者の方

がパートタイムで、基本的には保育所しか預けられないと思っていた方に「幼稚園の長時間利

用がご利用できますよ」とか、そういったご案内ができましたので、非常に待機児童解消につ

きましても、成果が認められたものと認識しております。以上です。 

 

○委員長  はい、よろしいでしょうか。千葉市は保育園、幼稚園ですか、待機児童がゼロに

なったと伺っていますが、このコンシェルジュの力などはあったのでしょうか。 

 

○保育支援課長  はい。コンシェルジュの力もそうですが、我々の職員も、横浜方式といわ

れている時に、職員が夜、私も含めてですね、保護者の方に一人ひとりリストを作りまして、

夜お電話を差し上げました。２月、３月に転勤で空きがでた保育所などを「利用施設がここ空

きましたが、ご利用できませんでしょうか」とか、勤務先の保育所で空いているところがあっ

た時にご案内をしたということが、非常に待機児童ゼロに結びついたと考えております。以上

です。 

 

○委員長  ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。神奈川

の横浜が有名になってしまいましたが、千葉もかなり有名なのでしょうか。大変いいことだと

思います。他に何か。はい、どうぞ。 

 

○委員  ３ページの（８）に子どもシェルターとあります。虐待を受けた児童の緊急避難先

ということで、通常これは一時保護所の業務かと思うのですが、一時保護所で保護する児童さ

んと、子どもシェルターで保護する児童さんは、何か違いがあるのでしょうか。 

 

○委員長  はい、ありがとうございました。手が挙がっています。どうぞ、お答え願います。 

 

○こども家庭支援室長  こども家庭支援室です。こどもシェルターの方は、10 代後半から 20

歳までのお子さんを対象にしております。一時保護は 18 歳までが対象ですので、それ以上の

18 歳と 19 歳の方も対象になるところが、一時保護と違っているところです。 

 

○委員長  よろしいですか。 

 

○委員  ありがとうございます。 

 

○委員長  その他いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○委員  ３ページ（11）番のＤＶなのですが、これは暴力の防止というふうに書いてありま

す。実際に私どもの職場では、受けた方が就労しているケースがありまして、まず警察の方か

ら連絡があって母子寮にお入りになってという流れがあるのですが、暴力相談支援センターは
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どこにあって、どういう方たちが関わってくださっているのか、流れがちょっと見えないので

教えてください。 

 

○委員長  はい、よろしくお願いいたします。 

 

○こども家庭支援室長  はい、こども家庭支援室です。こちらにつきましては、機能ですが、

専用の電話番号があり、こちらに電話いただくことで相談を受ける形になっております。場所

と対応職員につきましては、被害者及び支援者の安全確保のために、非公開となっております。

以上です。 

 

○委員長  よろしいですか。他にいかがでしょうか。前半の保健福祉局の質問をしそこなっ

たということがありましたら、そこの予算についてもお受けします。どうぞご発言ください。 

 保健福祉については 10％の消費税とともに伸びるということで、全体の予算は伸びたことを

考えて組まれていると思うのですが、市の全体の中で、位置付けとしては、保健福祉局・こど

も未来局が１つの局として取っていただいているわけですが、全体の予算の中ではかなり伸び

ているのでしょうか。10％が大体こちらに回ってくるということなのでしょうか。 

 

○保健福祉総務課長  保健福祉総務課です。市の一般会計に占める予算といたしましては増

加傾向にあると思うのですが、10％の影響という面で言いますと、まだそこのところは今年度

の予算には反映されていないのが実態でございます。 

 

○委員長  10％になった時点で、またさらに伸びると考えていいわけでしょうか。いろいろ

な細かいところで。 

 

○保健福祉総務課長  はっきりとした回答ができなくて申し訳ございません。国からなかな

か明確に示されない点もあります。国から交付・補助される金額にも多種多様なものがありま

すので、それがどういう形で市に反映されるのかというのは、今後精査していきたいと思いま

す。お知らせできるような結果が目に見えましたら、また、この場等で報告させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  はい、ありがとうございました。手が挙がっています。どうぞ。 

 

○委員  今日、保健福祉局とこども未来局の予算の総額を見て、非常にびっくりしたという

か、子どもに関わっているお金が 423 億で、全部入れても 430 億くらいになって、老人に使わ

れているお金の多さについていうと、私どもは幼稚園団体ですから、幼稚園と保育園の格差の

是正ということをずっとお願いしているのですが、この資料を見てみると、老人と子どもたち

に使うお金の配分のあり方を、もう少し変えた方がいいのではないかと思います。次の世代の

ですね。 

 見直していただきますが、極端なことを言うと、老人クラブの育成というのは、ずっと長く

生きてきた人に１人あたりにすると大体 1,000 円くらいのお金を払って、育成しなければいけ

ないものなのかというふうに思います。月に 100 円とか 200 円の公費を使ってやる必要がある
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のかという思いです。 

 もう１つ聞きたいのですが、生活保護の制度は大体 60 億くらいのお金が増えています。今日

は松坂先生も布施先生も来られていますが。これは例えば大阪市などでも不正受給というのが、

全部が不正とは思いませんけれども、そういったような管理がきちんとされているのかどうか

ということです。これが１％くらいだったとしても、子育て世代に使えるお金が随分出てくる

のではないかと思うのです。 

 今日のこの資料を見ての感想ですが、こうやってはっきり全体の数字が出てくると、もっと

千葉市は子どもを産み育てるまちにするのであれば、子育て世代にもっとお金を使った方がい

いのではないかと、改めてそう感じました。よろしくお願いします。 

 

○委員長  はい、何かコメントありましたらいただいても結構ですが、今年度はこういう予

算でやっていくということですね。私自身も、かなり項目としてはこども未来局の方もたくさ

んあるのですが、伸び率からいうと、やはり保健福祉局の方が伸びているのですね。 

 ですから、かなり未来を見据えて、千葉市は子どもに投資していると思いながらも、まだ伸

び率からいうと、保健福祉局の方がかなり伸びているということですね。来年度以降向けて、

何かコメントございますか。議員さんもいるようですから、その辺りを来年度に向けていかが

でしょうか。 

 

○委員  私の方でお答えするのが適当かどうかということですが、いずれにしても、高齢者

の様々な福祉対策予算にしても、子どもにしても、伸びざるを得ないということがあると思う

のです。相対的には、まだ子どもに関わる様々な経費が少ないと思っております。 

 先ほど委員長がお話されましたとおり、待機児童がゼロになったということで、テレビにも

出ました。横浜のやり方ではなくて、千葉方式でやっていくのだと、こう言っております。私

どももそれに期待しながら「子育てをするなら千葉市へ」と、こういうような若い人の評価が

いただけるように、私ども議員も市長のお尻を叩きながらやっていきたいと思っております。 

 もう一方で、私も 1947 年のいわゆる団塊の世代の一員ですので、私どもがもう７、８年経ち

ますと、例の 2025 年問題というのがあります。これもまた私自身の問題として、今から手を打

っていかないといけません。 

 ただこれは、伸びるのをそのままというわけにはいかないと思います。ですから、合理的に

経費を節減できるものはやっていかなければいけません。そういった点では、この松坂委員も

一緒なのですが、皆さんのご協力・ご理解をいただきながら、その辺を適切に予算をつけなが

らこれを抽出させていくという方向で、取り組んで参りたいと思います。 

 

○委員長  突然振ってしまいまして、ありがとうございました。いいお答えをいただいたと

思います。他に何かございますか。 

 確かに目先のことですと、まだ 2025 年まではどんどん高齢者が多くなって、それまではすご

く大変な時代になると思います。高齢者がいなくなった次の段階では、団塊の世代があの世に

行った後には、かなりまた違うでしょう。合計特殊出生率ではないですが、今 1.4 でしょうか。

大都会はもっと少なくなっていますが。 

 だんだん女性が子どもを産まなくなってくると、急速に高齢社会が発達して、新聞に出てい

ましたが、都市や市町村がつぶれていくということです。特に東北の辺りで秋田などは 25 年く
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らい後にはなくなってしまうというくらいに、子どもが少なくなるわけです。 

 そういうことを考えますと、こども未来局にぜひ頑張っていただいて、予算を少しずつ増や

しながら、子どもを少しでも産んでいただくようにしないと、我々の未来は、私はいいのです

が、若い人の未来にも何か配慮をしてということで。他に何かございますか。 

それでは、他にご意見がなければ、第４の議題もこれで終わりになります。本日の委員の皆

さまのおかげをもちまして、予定通りに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。 

 それでは、この後は事務局の方にマイクをお渡しします。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

○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、お忙しいところお集まり

いただきまして、ありがとうございました。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。 

 


