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河村ひろ子市議 

2022年 6月議会 一般質問 
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利用者負担について ------------------------ 9 
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河村ひろ子市議：市長の政治姿勢について  

 ロシアによるウクライナ侵略から３ヶ月以上が経過しました。日

本共産党はロシアの侵略行為を断固糾弾し、「国連憲章守れ」の一点

で世界が団結することを呼びかけます。 

 ウクライナ危機に乗じ、自民・公明の与党をはじめ日本維新の会な

どから、軍事費の大幅増や「敵基地攻撃能力」の保有など、大軍拡と

憲法改悪の大合唱が起こっています。 

 岸田首相は５月の日米首脳会談において、中国への軍事的対抗の

ため「抑止力と対処力を強化する」ための「敵基地攻撃能力」の検討

と、「防衛費の相当な増額」の大軍拡を約束しました。 

 また、７日には岸田政権は「５年以内の防衛力の抜本的強化」「軍

事費をＧＤＰ比２％以上の目標」を閣議決定しましたが、新たに必要

となる軍事費の財源は、社会保障の削減、消費税増税などに頼らざる

をえず、それは国民の暮らしを押しつぶすことにほかなりません。 

 市長は軍事費増大により、国の財政、地方自治体と市民生活にどの

ような影響を及ぼすと考えますか、お答え下さい。軍事拡大の中止を

国に強く要望することを求めます。ご所見をお示し下さい。 

 いま日本が直面している最大の危険は、日本が攻撃されていなく
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ても、安保法制により集団的自衛権を発動して、自衛隊が米軍と一緒

に「敵基地攻撃能力」として、相手国に攻め込み、その結果日本にも

戦火が及んで来る事です。専守防衛を投げ捨て、自衛隊を変質させ、

大手を振って「戦争する国」づくりの道を、何の制約もなく進める事

を可能にする、ここに９条改憲の最大の狙いがあります。 

市長は３月予算議会において、戦争にしないための外交努力が必

要との認識を示されましたが、国が進める「軍事対軍事」や「９条改

憲」に対し強く抗議することを求めます。お答え下さい。 

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）は東南アジア友好協力条約を締

結し、あらゆる問題を年間 1000回以上の平和的な話合いで解決する

努力を徹底して積み重ね、東南アジアに平和の地域共同体をつくり

あげてきました。 

戦争を起こさないための外交に知恵と力を尽くす、これこそ政治

の役割です。いま日本政府が取り組むべきことは敵基地攻撃や日米

軍事同盟強化ではなく、ＡＳＥＡＮ諸国と手を携え、東南アジアサミ

ットという、すでにつくられている平和の枠組みを活用・発展させる

ための、憲法９条を生かした平和外交です。憲法９条を高く掲げた平

和外交に徹することを国に求めて下さい。ご所見をお示し下さい。 
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市長答弁：河村議員の御質問にお答えいたします。

始めに、ロシアによるウクライナ侵略についてであり

ます。 

何の罪もないウクライナの人々の生命と財産を奪

う、この度のロシアの行為は、決して許されるもので

はありません。一日も早い戦争の終結を切に願うもの

であります。本市といたしましては、戦災を逃れて、

避難される方の積極的な受け入れなど行政としての

役割を果たしてまいります。 

次に、憲法第 9 条についてであります。我が国の今

日の平和と繁栄には、憲法第 9 条が大きな役割を果た

してきたとの考えに変わりはありません。国において

は、今後とも、平和の精神を尊重し、国民の生命と安

全を基底とした議論がなされるものと考えています。 
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河村ひろ子市議：生活保護法における車の保有について質問します 

生活保護法では、車は「資産」とみなされ、①自営業など事業費と

して使用する場合、②公共交通機関の利用が著しく困難な場合の通

勤や通院等、③概ね６ヶ月から１年以内に保護から脱却することが

見込まれる場合、④保育園等の送迎に必要な場合、以外は車の保有が

原則認められていません。そのため多くの生活困窮者が生活保護の

利用をあきらめ、保護基準以下の生活を余儀なくされています。 

本市は、車保有に関するケース診断会議は何件あり、その内、保有

を認めなかったは何件なのか、お答え下さい。 

今や車は１人に一台持つ時代であり、ましてやバスや電車が減っ

ている地方では、車は「生活用品」の１つです。「生活用品」として

車保有を認めるよう、基準の緩和を国に要望することを求めます。ご

所見をお示し下さい。 

生活保護法は、車の保有要件に該当しても車のローンがある場合

は「資産形成に繫がる」として、原則車の保有を認めていません。市

内のある女性は、ローンがあり「生活保護を利用するには車の売却を」

と市から言われましたが、子どもに障がいがあるため、車の使用は必

要と判断し生活保護の申請を断念しました。 



6 

 

このように車の保有要件に該当しても生活保護の利用を諦め、最

低生活費以下の水準で暮らす状況は一刻も早く変えなくてはなりま

せんが、制度の矛盾をどのように受けとめているでしょうか、お答え

下さい。 

病気や障がいを理由に公共交通の利用が困難な場合は、たとえ車

のローンがあっても、車の保有と生活保護の利用を認めるよう国に

運用改善するよう求めて下さい。ご所見をお示し下さい。 

市長答弁：次に、生活保護法における車の保有につ

いてであります。 

昨年度 58 件の保有の認否を検討したケース診断会

議のうち、保有が容認されなかったものは 33 件であ

ります。 

なお、その場合であっても、通院移送費を支給する

など、生活に支障の無いよう対応しています。 

引き続き、個別の状況を丁寧に聞き取るなかで国か

ら示された保護の実施要領等に基づき、適正実施に努

めてまいります。なお、国への要望については考えて

おりません。 
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河村ひろ子市議：介護保険制度、処遇改善について質問します 

いま介護事業所は、事業の存続を左右しかねない慢性的な人手不

足と厳しい経営が常態化しています。介護離職は年間１０万人前後

で推移し、介護心中・介護殺人と称される痛ましい事件は一向になく

なりません。介護をめぐる状況はコロナ禍のもとでさらに深刻さが

増しています。 

 我が党はこれらの実態を把握するため、市内介護事業所へアンケ

ートを実施しました。 

 それによると、回答の 61.3％の事業所が「職員不足」と答え、29.3％

が人材紹介会社を利用して職員採用をしていることが分かりました。

「１人 100 万円」「３人に年間 1000 万円」など、多額の紹介料は経

営を圧迫しています。人材紹介会社を利用しなくては介護職員を確

保できない現状をどのように受け止めているでしょうか、お答え下

さい。 

 本年２月から始まった月額 9000円の介護職員への処遇改善は「ケ

アマネジャーなどが対象外なのは問題」との回答が過半数にのぼり、

「専門性の高い仕事を評価するべき」など対応を求める要望が多く

寄せられました。市長はケアマネジャーの専門性を、どのように評価
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しているのでしょうか。市独自に介護職以外の従事者にも処遇改善

を行うことを求めます。ご所見をお示し下さい。また、その際の所要

額をお答え下さい。基本報酬の引上げや介護職員以外の従事者の処

遇改善を早急に国に要望することを求めます。ご所見をお示し下さ

い。 

市長答弁：次に、介護保険制度についてであります。

介護職員については、安定的に確保することが難しい

現状があり、国においても、処遇改善などが図られて

いるところであります。 

ケアマネジャーについては、要介護者が自分らしく、

質の高い生活を確保できるよう、個人の状態に応じた

ケアマネジメントを行う、重要な役割を担っているも

のと認識しています。介護職員以外の処遇改善につい

ては、処遇改善加算の対象範囲の拡充や適正な基本報

酬の設定が行われるよう、全国市長会を通じて国に要

望しています。市独自の処遇改善策は考えていません。 
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河村ひろ子市議：利用者負担について質問します。 

 アンケートの回答では、2021 年 8 月から補足給付が改悪された影

響で「サービスを抑制している」が 26.5％、「家族の負担が増えた」

は 47.1％にも上りました。また「施設入所のメリットがなくなった」

「お金がないためサービスを利用しない人が増えた」「本人の状態が

悪化した」との回答が多く、介護保険法の「尊厳を保持し・・適切な

福祉サービスが提供されるよう配慮しなくてはならない」との目的

を著しく損なう状況が生じています。 

昨年９月の本会議答弁では、補足給付の軽減対象から外れる人は、

約 400 人見込んでいるとの事でしたが、実際の人数と影響額につい

てお答え下さい。また補足給付改悪による影響調査を求めましたが

実施されたのでしょうか、お答え下さい。 

本市独自の軽減制度を行うことを求めます。 

補足給付改悪の撤回と、これ以上の利用料負担や介護保険料引上

げを防ぐために、現在 25％程度しかない国の公費負担割合の引上げ

を政府に求めて下さい。それぞれお答え下さい。 

市長答弁：次に、利用者負担についてであります。

補足給付については、昨年 8 月の制度改正により、軽
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減対象から外れた人は、340 人、給付費は、月額約 2900

万円の減となりました。 

制度改正に伴う市民の声については、介護保険の窓

口等で直接伺っており、影響調査を行う考えはありま

せん。 

昨年の制度改正は、介護保険制度を維持していくた

めには必要なことであり、補足給付に係る市独自の負

担軽減策については、考えていません。 

なお、低所得者の負担軽減策や介護給付費に対する

国庫負担割合の引き上げについては、全国市長会を通

じ、国に要望しています。 

以上 
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河村ひろ子市議：森林整備について質問します 

 本市が示した「福山市災害に強い森づくりの基本的な考え方（案）」

は、国からの森林環境譲与税を活用した事業として、手入れの行き届

いていない里山林を間伐、植栽などを行いながら、健全な状態に誘導

しつつ、土砂流出防止や土壌保持力などの森林の多面的機能の回復

を図ることとしています。  

整備対象はイエローゾーン・レッドゾーン区域内の森林です。森林

所有者の同意を得た上で、居住区域内の住民へ説明を行い、合意を得

た後に市と森林所有者が協定を締結し、整備を行うとの事です。 

2022年度と 23年度の２年間は、詳細植生調査及び整備に得られた知

見を蓄積するために、適した区域を選定し、22 年度 10 ㏊、23 年度

は 20㏊を整備する目標ですが、今年度はどのような指標に基づいて、

どこの区域をいつから整備を始める予定なのでしょうか、お答え下

さい。 

 「2024年度森林環境税徴収開始時までに、整備順序をルール化し、

計画的な森林整備を図る」「2023年度末を目途に、２年間で得られた

知見を織込み『（仮称）福山市災害に強い森づくり整備方針』を策定

する」との事ですが、伐採や植栽などの整備・検証を一度も行ってい
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ないにも関わらず、これから「知見を蓄積」するために、実際に整備

を始めることになりますが、安全は担保されるのでしょうか。 

 仮に、整備期間中に災害が発生し居住者へ被害が及んだ場合はど

のように対応するのでしょうか、現段階の考えをお示し下さい。 

少なくとも、知見を蓄積する期間は居住者のいない区域の森林整備

にとどめるべきです。 

本市の「森づくりの基本的な考え方（案）」は実証期間・検証期間

を設け、里山林の土壌保持力や安全性が確認された上で実施するべ

きであり、本計画は改めて検討しなおす事を求めます。ご所見をお示

し下さい。 

市長答弁：次に、森林整備についてであります。本

市では、昨年度の植生調査の結果に加え、国の森林整

備指針や専門家の意見を踏まえる中、「福山市災害に

強い森づくりの基本的な考え方(案)」を先月取りまと

めました。今後 2 年間で、この「考え方」を基に専門

家の意見を聴きながら調査や整備を行い、その結果を

「(仮称)福山市災害に強い森づくり整備方針」に取り

まとめることとしています。 
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現在、これらの調査等に適した区域の選定基準の検

討を行っています。 

なお、広島県内においては、2007 年(平成 19 年)か

らこれまでの 15 年間、急傾斜地も含め、延べ約 176

平方キロメートルのエリアでひろしまの森づくり事

業を活用した間伐などの様々な整備が行われてきま

したが、土砂災害が発生した事例は報告されていませ

ん。 

本市が行う事業においても、間伐等により樹木の健

全な生育を促すことで、土壌保持力などを高め、災害

に強い森林としていくものです。 

引き続き、効果的で安全な整備ができるよう取り組

んでいきます。 

以上 
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河村ひろ子市議：市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調

整区域へ編入することについて質問します 

本市は、5月 27日の建設水道委員会において、2021年３月に策定

された「広島県都市計画区域マスタープラン」に基づき、市街化区域

内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する「逆線引き」

を今後 20年間で進める考えを示しました。 

委員会資料によると、市街化区域内の土砂災害特別警戒区域は市

内約 1000 ヶ所あり、今後 50 年間で土砂災害特別警戒区域内に居住

者が概ねいない状況を目指すとの事ですが、約 1000ヶ所の土砂災害

特別警戒区域の地権者数と建物数をお答え下さい。まずは市街化区

域の縁辺部のうち建物のない 104 ヶ所の未利用地から進めるとの事

ですが、当該地の地権者数と総面積についてお答え下さい。 

今年度はブロック別住民説明会を開催する予定ですが、何カ所で

いつから説明会を行うのでしょうか、また説明会後はどのようなプ

ロセスで進めていくのでしょうか、お答え下さい。 

住民の安全のためとは言え、個人の財産に関わる問題であり、地権

者の同意が得られない場合も想定されますが、その際、どのように対

応するのでしょうか、お答え下さい。 
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そもそも、土砂災害特別警戒区域の市街化調整区域への編入だけ

では危険は回避できません。急傾斜地崩壊対策事業や小規模崩壊地

復旧事業などの個人負担の軽減をさらに行いながら、ハード対策に

よる対応を講じるべきと考えますが、ご所見をお示し下さい。 

市長答弁：次に、市街化区域内における土砂災害特

別警戒区域の地権者数と建物数についてであります。 

対象となる地権者数は約 6000 人、建物数は約 3000

棟です。 

また、市街化区域の縁辺部のうち建物のない 104 箇

所における、現時点での地権者数は 94 人、総面積は

3.5 ヘクタールと把握しています。次に、ブロック別

の説明会についてであります。市内を 7 ブロックに分

けて、今月 21 日から説明会を開催してまいります。

その後、市は、編入箇所の素案を作成し、その後、県

は、精査等を行ったうえで 2024 年度(令和 6 年度)に

都市計画変更を行う予定としています。 

次に、本取り組みは、地権者の理解を得て進めてい

くことが重要であることから、目的や必要性などを丁
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寧に説明していきたいと考えています。 

次に、土砂災害特別警戒区域へのハード対策につい

てであります。 

「急傾斜地崩壊対策事業」や「小規模崩壊地復旧事

業」は、本来、所有者が管理し、責任を持つべき土地

への支援事業であります。 

引き続き、所有者など関係者からの申請を基に、施

工への同意と分担金の納付をいただいた箇所につい

て事業を実施し、安全対策を推進してまいります。 

以上 
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河村ひろ子市議：児童生徒見守り支援事業について 

 プライバシーについて 

 教育長は３月議会で、事業の具体について「非認知能力も含めた学

力に影響が大きい要素を明らかにする」と答弁されました。 

 参考にした箕面市も非認知能力を判定しており、非認知能力とは

「意欲、自制心、やり抜く力、社会性、自立性」とされています。同

市は、学力、体力、生活状況、日常の行動・衣服、学校・乳幼児健診、

虐待の通報、生活保護などの受給、保育料算定時の所得、給食費の滞

納など各部署に散在する情報を集約し、子ども個人に結び付けて蓄

積するデータベースを構築したとのことです。生活状況調査は、家族

や友達の支え、成功した体験、他者からの評価、規範意識、学級の絆、

生活・学習習慣など 17項目の詳細な質問が設定されています。 

 目に見えない非認知能力を判定するには、箕面市のように個人の

内面や詳細な行動履歴、家庭状況に踏み込む内容を収集することに

なり、子どもや保護者のプライバシーが著しく侵害されると懸念し

ますが、市長・教育長の認識をお答え下さい。 

 機微な個人情報の収集・分析は子どもを萎縮させ、偏見や生涯にわ

たる影響も生じかねません。 
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 本市の個人情報保護条例 7条は、思想や病歴など「不当な差別、偏

見その他の基本的人権の侵害が生じないようにその取扱いに特に配

慮を要する記述等が含まれる個人情報の収集等を行ってはならない」

と規定しています。個人情報保護は個人の尊厳にかかる基本的人権

という条例の立場に立ち、事業を見直すべきです。ご所見をお示し下

さい。 

 また、非認知能力の成長支援は新たなビジネスチャンスとなって

おり、人工知能ＡＩによる判定ツールなどが開発されていますが、本

市が非認知能力を明らかにする手法の具体をお答え下さい。 

 

事業の実証について 

 モデル校の選定は、子どもと保護者に収集する情報項目を説明し、

同意の上で行うのか、お答え下さい。 

 個人情報の目的外利用の同意はどのように取得するのか、データ

集積・分析の対象となることを拒否する権利、自己情報の開示・訂正・

消去の権利は保障されるのか、それぞれお答え下さい。 

 また、子どもの様々な情報をデジタルデータにするとすれば、情報

を把握し入力する作業は誰が行うのか、お答え下さい。  
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教育・福祉の人員体制の拡充について 

 教育長は「課題が表出していない段階で、予防的な支援につなげて

いく」と答弁していますが、ソーシャルワークの専門性の観点からみ

ると、「予防型・支援型」の方が「後追い型・摘発型」より高度な技

術が必要と指摘されています。自ら援助を求めない、特にソーシャル

ワーカーに不信感や反発感を持つ保護者とも信頼関係を築き、適切

な支援に結びつける技術が必要だからです。個人情報の収集と判定

によって家庭に介入し、保護者が監視、管理されていると感じれば、

かえって必要な支援ができなくなる恐れもあります。 

 真の予防的支援を実現するには、教育・福祉にかかる職員を抜本的

に増やし、専門性を高めることこそ重要です。子どもの意見表明権を

保障する「アドボケイト」と言われる支援も必要です。 

 教職員が子どもの小さな変化に気付き、適切に対応するには、少人

数学級を実現し、スクールソーシャルワーカーなど専門職の配置を

増やすべきです。事業にともない、これらの人員体制を強化する方針

はあるのか、お答え下さい。 

 また、支援が必要と判断する手法の具体と、支援にあたって中心的

な役割を担う調整機関はどこか、お答え下さい。 
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市長答弁：教育行政について、お答えします。始め

に、児童生徒見守り支援事業についてです。本事業の

目的は、子どもの異変に早期に気付き、福祉、教育の

両面から、新たな支援体制を構築するものです。 

今年度は、抽出校のデータを整理・分析し、虐待の

発生や学習意欲等の非認知能力も含めた学力に影響

が大きい要素を明らかにすることを考えています。 

収集する情報項目は、先進自治体の取組を参考に設

定することとし、個人情報の取扱いについては、本市

の個人情報保護条例に基づき、適切に対応してまいり

ます。 

事業の具体については、現在、教育委員会と保健福

祉局が連携し、実証の進め方や対象データの選定など

について検討しているところです。 

 

河村ひろ子市議：子育て支援の拡充について 

 虐待や貧困をなくすためには、憲法の基本的人権や子どもの権利

条約にもとづき、社会の責任で子どもを守り育てることが求められ
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ます。 

 子育て支援制度や相談体制の抜本的充実、子育て世帯の生活基盤

の安定や教育無償化の施策強化が急務です。 

 箕面市は情報判定の実績として、就学援助などの対象となる家庭

を申請につなげたことを挙げています。しかし、個別の家庭を見つけ

出すよりも、誰もが制度につながるよう周知啓発や申請方法を改善

し、つなげる先の支援を充実させることが大切です。 

 世田谷区は就学援助の対象を生活保護基準の 1.4 倍に拡大し、給

食費のみでは３人世帯で年収 700 万円程度まで認定しています。申

請書は学校で全員に配布、希望の有無を書いて封筒に入れ、全員が提

出します。希望者の課税情報を同意のもと区が調べて振り分けるの

で簡単で、プライバシーも守られており、利用が大幅に増えたとのこ

とです。 

 福山市も就学援助の対象拡大と申請方法の改善をするよう求めま

す。ご所見をお示し下さい。 

市長答弁：次に、子育て支援の拡充についてです。

本市の就学援助は、経済的に援助が必要な家庭に対し、

給食費や学用品費、通学用品費等の支給を行っていま



22 

 

す。 

基準は、生活保護基準の 1.3 倍で、多くの中核市と

同等であり、対象の拡大は考えていません。 

申請の周知は、引き続き、学校を通じて、全ての保

護者に案内を配付するとともに、新たにメール配信シ

ステムを活用し、教育委員会が直接、保護者に行って

いくこととしています。 

  



23 

 

河村ひろ子市議：学校給食の無償化について質問します 

学校給食は教育の一環として重要な役目を果たしています。 

本市は 2020 年９月からすべての中学校で給食を実施していますが、

学校給食に対する思いと評価、今後の望む方向についてお示し下さ

い。 

学校給食はセーフティーネットの機能も有していますが、食料品

や配送コストの高騰により、おかずの品目や量が減らされたり、栄養

基準を満たされなくなったりする事があってはなりませんが、物価

高に対する本市の対応状況についてお答え下さい。 

物価高騰が国民の暮らしに深刻な打撃を与える中、給食の無償化

を求める声が高まっています。 

２０１７年度の文科省による給食費無償化実施状況調査では、全

国１７４０自治体のうち、76 自治体が小・中学校両方で無償化を、

424自治体が一部無償化・一部補助を行っています。全国で広がる給

食無償化の流れと、経済的支援の効果について市長・教育長の認識を

お示し下さい。 
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2018 年度の文科省の「子どもの学習費調査」によると、保護者が

負担する学習費総額は公立小学校で年間３２万 1282円、公立中学校

では 48万 8397円にも上っています。 

本市の学校給食費は、小学校は年間約４万円、中学校では約５万円

にもなり、きょうだいがいれば給食費は年十数万円にもなります。   

2019 年３月の本市の「子育て支援事業計画に関するニーズ調査」に

よると、子育てや教育に関して最も悩んでいることは「お金がかかり

すぎる」との回答が一番多く、給食費の無償化は本市の子育て支援に

大きな効果が期待できます。 

憲法２６条には「義務教育はこれを無償とする」とされており、学

校給食が教育の一環であるならば無償は当然です。国の制度として

の無償化を政府に要望することを求めます。ご所見をお示し下さい。 

また、市としても無償または二人目以降は無償にするなど軽減策を

実施することを求めます。また、その際に必要となる所要額について

もお答え下さい。 

市長答弁：安心・安全でおいしい給食を、安定的に

提供できていると捉えています。 

今後も、学校給食を生きた教材として活用すること
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により、更なる食育の推進に努めてまいります。次に、

物価高騰に対する対応状況についてです。学校給食の

食材は、昨年度から物価高騰の影響を受け、当初作成

した献立どおりの食材を使用した場合、1 食あたりの

設定単価を上回る状況となっています。 

このため、安価な食材に変更し、量や栄養価を維持

できるよう献立を工夫しています。次に、給食無償化

についてです。無償化は、多くが、人口規模 1 万人未

満の自治体で、定住促進策などとして。取り組まれて

いると認識しています。次に、無償化を政府に要望す

ることについてです。給食費は、学校給食法において、

「給食のための基本的な費用は、学校の設置者が負担

し、食材費等の費用は、保護者が負担すること」とな

っています。 

給食費の無償化を政府に要望することは考えてい

ません。 

なお、給食費を全て無償にした場合の所要額は、小

学校、中学校合わせて年間約 20 億円です。 


