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令和３年１２月 定例会（第４回）会議録（抜粋） 

◆２３番（小川利枝子君） 公明党を代表して一般質問いたします。 

 最初に、この場をお借りいたしまして、先日、１２月１日の広報習志野に「あたたかく見

守ってください」と「マスクをつけられない人がいます」を掲載いただきましたことに、心

より御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 前回の定例会での一般質問、そして、その後の保護者からの要望に迅速に対応していただ

きましたことに、保護者からは何件もの感謝のメッセージがございました。執行部の皆様の

御理解と御尽力、そして何よりも市長の有言実行の行動力のたまものであると評価いたしま

す。今回のような対応が行政として当たり前になることを切に願っております。障がいをお

持ちの方、その保護者や御家族、さらには多くの関係者とともに、重ねて感謝の意と、動け

ば変わるという実績を、この議場において表させていただきます。 

 それでは、一般質問に入ります。 

 質問の１番目は、障がい者福祉と教育についてでございます。 

 「継続は力なり」と申します。いろいろな御意見があることは承知いたしておりますが、

私は、「大衆とともに」との公明党の立党精神を胸に動き続けております。先日、保護者の

代表が不安と緊張を抱きながらも、一筋の希望を胸に必死の思いでしたためてきた要望書を

市長に手渡しいたしました。その内容を紹介させていただきます。 

 １、習志野市として障がい福祉施策を横断的にマネジメントする役職（職員）を設けてい

ただきたい。２、前項については、教育分野も同様であるよう、教育委員会に提言していた

だきたい。３、習志野市として、障がい福祉に関わる部署には専門知識を有する職員を配属

していただきたい。４、前項については、併せて研修等による養成も継続していただきたい。 

 以上、４項目でございますが、保護者の皆様が習志野市に何を思い、何を感じ、どんな思

いで、この要望書をしたため、提出されたのか。このお願いは無理難題でしょうか。障がい

者の権利擁護と社会参加が求められている今日、私は、当たり前のことと思っております。

この当たり前が実現しないことは、当事者の皆様には悲劇であるとしか言いようがございま

せん。長年訴えてきたことですので、ぜひ目に見える一歩になることを願っております。 

 今回の定例会では、市長、副市長はじめ執行部の皆様がそろってＳＤＧｓのバッジを身に

つけていることが目を引きます。それは市民への強いメッセージを込めてのことと想像して

おりましたが、先日、一議員の一般質問の中で、習志野市は、来年５月にＳＤＧｓの理念に

沿った、命を守る都市宣言を行うとの内容の説明がございました。 

 ＳＤＧｓの根底には、誰も置き去りにしないという理念がございます。そして、その理念

の実現には、身近な現場の中で一人一人が自分の足元から行動を起こす必要性が叫ばれてお

り、その取組の鍵は、周囲の問題を人ごとではなく、自分のこととして捉えていくよう呼び

かけております。本市の今後の行動が市民の希望となり、全ての人々の安心につながること

を期待いたします。 

 そこで、障がい者福祉及び教育における横断的にマネジメントする職員の確保についてと、

専門性の確保についての２点に分けて御答弁願います。 

 質問の２番目は、保険料の未納解消についてでございます。 
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 保険制度は、互助の考えの下、運営は保険料で賄われるものでございます。したがって、

未納は互助の考えに背くものであることから、国民健康保険制度では資格証の交付、介護保

険制度は給付制限といった、いわゆるペナルティーが設けられております。 

 私は、これまでも、このペナルティーが本人や御家族だけでなく、行政事務でも大きな負

担になることを指摘し、早期の解消を求めてまいりました。そのかいあって、困難ケースを

集中的に担当し、かつ、本市における徴収を先導する債権管理課が創設されるなど、体制は

整いつつあると評価いたしております。 

 しかし、１０月の決算委員会では、いまだどころか、悪化したと思われるような実績を目

にし、肩を落とすとともに、いま一度現状を確認する必要があると強く感じました。 

 そこで、今回は保険料に焦点を絞り、国民健康保険料の未納に伴う資格証交付及び介護保

険料の未納に伴う給付制限の実態とそれらの解消策について御答弁願います。 

 質問の最後、３点目は、特色ある学校教育についてでございます。 

 教育委員会は、予算書に特色ある学校教育と銘打って、様々なプログラムで活動されてい

ると聞いております。それは教科の枠を超えた学習もあり、在学中はもちろん、卒業後も自

分の母校には◯◯があったと、母校への愛着と人間形成を育むものであると想像いたします。

例えば、谷津干潟に隣接する谷津南小学校などは、過去には自然環境学習に加え、渡り鳥が

かけ橋となって、オーストラリアとの交流が紹介されたことを記憶いたしております。 

 そこで、習志野市内の公立学校における特色ある学校教育の取組状況について御答弁願い

ます。 

 以上、私の１回目の質問とさせていただきます。 

◎市長（宮本泰介君） それでは、小川議員の一般質問にお答えしてまいります。 

 すみません、私、バッジつけ忘れております。ただ、逆に、つけたり外したりしておりま

す。逆にＳＤＧｓウォッシュではありません、逆の意味で、そういう意味で。 

 それでは、お答えをいたします。大きな３番目、特色ある学校教育は教育長が答弁いたし

ます。 

 私からは、大きな１番目、障がい者福祉及び教育について、（１）横断的にマネジメント

する職員の確保について、お答えいたします。 

 現在、本市では、平成３０年度から令和５年度までを計画期間とする第４期習志野市障が

い者基本計画において、総合的かつ計画的に障がい者施策を推進しております。 

 この計画の実効性を高め、より施策を推進していくためには、複雑化、多様化する市民ニ

ーズに適切に対応するため、障がいについての理解や制度の理解について、多くの知識、専

門性が必要であるとともに、所属を超えた積極的かつ横断的な連携を行う実行力、推進力が

必要であります。 

 これまでも、事業の実施、推進に当たりましては、関係機関との横断的な連携に努めてま

いりましたが、各所属における資質向上や職員一人一人の職位、職階、職責において取り組

む中で、現状において課題もあると認識しております。 

 議員御要望の横断的にマネジメントする職員の確保につきましては、必要な取組であると

認識しており、職員の人材の確保につきましては、内部から登用するのか、あるいは外部か
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ら登用するのか、様々な課題があり、今後、重点的に調査・研究をしてまいります。本市の

障がい者福祉施策をより一層推進するためには、全ての部署の職員一人一人が障がいのある

方や御家族の気持ちに寄り添うとともに、その思いを受け止めて、共生社会実現の視点から、

各種施策に反映し、実行していくことが重要であると考えております。 

 今後につきましては、所属を超えた横断的な連携を必要とする取組については、必要に応

じて、私や副市長が積極的に指導、助言をし、障がいの理解、啓発などの広く市民への周知

に関する取組については、まちづくり広報監を関与させるなど、引き続き強化を、さらに強

化を図ってまいります。また、教育分野との連携に関しましては、市長と教育委員会との協

議及び調整の場であります総合教育会議に諮りまして、議論してまいります。各部局の横断

的な連携をより強固にし、全庁一体となり取り組んでまいります。 

 続きまして、（２）専門性の確保についてお答えいたします。 

 市民の福祉サービスに対する需要は多様化、高度化しており、これに的確に対応するため

には、福祉関係部署などへの専門性を持った職員の配置及び専門性の向上が必要であると考

えております。 

 まず、職員の配置につきましては、健康福祉部やこども部の障がいに関わる部署に、福祉

施設指導員や言語聴覚士などの専門職を管理職として登用しております。係員においても手

話通訳、保健師、社会福祉士などの専門職を配置するなど、その専門性を生かした市民サー

ビスを提供しております。 

 次に、専門性の向上につきましては、職員の能力を高めるために多くの研修を実施してお

ります。専門職に限らず、一般の職員には、障がい福祉に関する知識や心構えを学ぶ研修と

して、障害者差別解消法の理解を進める研修や、聴覚障害者協会に講師を依頼し、手話研修

を実施しており、これらの研修は、新規採用職員研修の必須科目としております。 

 一方で、専門職のスキルアップを図る研修といたしましては、千葉県や社会福祉法人等が

主催する専門講座、及び職場の上司や先輩からの指導、助言に基づいて実践的な専門知識を

習得する課内研修に取り組んでおります。 

 具体的には、知的障がいのある方をめぐる状況について理解を深め、多様化する福祉サー

ビスの知識を学ぶ福祉行政担当者研修や、障がい者虐待の事案等への対応と支援について学

ぶ研修など、多くの研修に参加し、職員の意欲向上や業務改善への意識の醸成を図っており

ます。 

 また、ケースワーカーなどの専門職は、自主的に新たな資格取得に挑戦し、平成２９年に

制度が施行された国家資格である公認心理師をこれまで７名が取得しております。 

 将来にわたって安定的な福祉サービスを提供するためには、その事業を実施する専門職の

専門性の向上が不可欠と考えております。したがいまして、今後はさらなる研修の充実を図

るとともに、ジョブローテーションなどを行いまして、本市の福祉行政を推進する核となる

専門職の育成に力を入れてまいります。 

 私からの最後、大きな２番目、保険料の未納の解消について、国民健康保険料の未納に伴

う資格証の交付及び介護保険料の未納に伴う給付制限の実態とそれらの解消策について、お

答えいたします。 
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 初めに、国民健康保険料の未納に伴う資格証は、習志野市国民健康保険被保険者資格証明

書及び短期被保険者証事務取扱要領に基づいて交付しており、国民健康保険証を交付されて

いる世帯が、保険料を１年以上滞納した場合に、通常の保険証より有効期間の短い短期証を

交付し、その後も継続した保険料の支払いがされない場合は、自己負担が１０割となる資格

証を交付しております。 

 次に、介護保険料の未納に伴う給付制限とは、保険料を滞納し、１年を経過した場合には、

介護サービスを受けたときにかかる費用を一旦１０割自己負担し、後から市に申請をして保

険給付分の支払いを受ける償還払い化や、保険給付分の支払いの一時差止め、差止めをして

いる保険給付分から滞納している保険料分を差し引く措置が講じられます。 

 さらに保険料の納期限から２年を経過すると、滞納期間及び時効により徴収権が消滅した

期間に応じて、介護サービスを利用する際に、自己負担割合が３割や４割に引き上げられる

などといった措置が講じられることとなります。 

 このように保険料を滞納することによって、本来受けられるサービスが受けられなくなる

という滞納者本人への影響が生じるだけでなく、歳入確保の観点からも、市政運営に多大な

影響を与えることは明白であり、収納率の向上に向けての取組は大変重要なことと捉えてお

ります。 

 その取組の一例を申しますと、被保険者本人の自主納付を促す取組として、督促状を送付

し、その後も未納が解消されない場合には、催告書の送付や電話による催告及び徴収員によ

る訪問催告を行っております。これらの取組においても、納付や相談がない場合には、財産

の調査を行い、滞納処分を執行しております。 

 一方で、失業や疾病による生活困窮など、納付ができない特別な事情がある場合など、よ

り踏み込んだ相談が必要と判断される場合には、職員が自宅を訪問し、生活状況に応じた納

付計画を立てることで、未納の解消を目指しております。 

 さらには、生活困窮等の度合いによって、納付猶予制度、滞納処分の停止といった納付緩

和制度の活用や、困窮している生活の相談や、支援を望んでいる方については、まず市の委

託により運営している生活相談支援センターらいふあっぷ習志野を紹介し、場合によっては

生活相談課へ案内するなど、生活再建につながる滞納整理を行っております。 

 大きな３番目の特色ある学校教育は、教育長が答弁いたします。 

 以上、私からの１回目の答弁とさせていただきます。 

◎教育長（小熊隆君） はい。それでは、小川議員からの一般質問、大きな３点目、特色あ

る学校教育について、公立学校における学校教育の取組状況について、お答えをいたします。 

 本市では、特色ある学校教育として、国語や社会などの教科に加え、障がい者理解、防災、

環境、国際理解教育などの取組を、各学校の実態や地域の特性に応じて実施しております。 

 各校の取組の一端を申し上げますと、小学校では、国際理解、障がい者理解教育として、

千葉県オリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受けた学校があり、先行的な取組

を行い、スポーツに対する志向はもちろんのこと、国際理解、障害者理解を推し進めること

ができております。 
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 防災教育では、文部科学省より指定を受け、自他の命を守る防災教育として、広く県内外

にその教育実践について発表した学校があります。その実践は現在も継続され、防災教育を

通してインクルーシブ教育の推進を行っております。また、地域と連携した防災教育、地震・

津波を想定した保育所との合同避難訓練など、自校内にとどまらず、共助の姿勢を育んでい

る学校もあります。 

 そのほか、千葉県の指定を受けて、小中高連携を意識した英語の指導法の研究を行い、英

語で自分の考えや思いを伝える表現力の育成を図っている学校、谷津干潟を主眼とする環境

教育に取り組む学校等があります。 

 中学校では、千葉工業大学と連携授業を行い、ロボット、人工知能研究に触れることによ

り、上級学校で学ぶ視野を広げ、学びに対する深化を図り、将来の職業観を養う機会として

いる学校もあります。市内の公立学校におきましては、それぞれの地域の特性と伝統を生か

し、特色ある学校教育を行っております。 

 また、市立の習志野高等学校におきましては、文武両道を掲げ、魅力ある学校、選ばれる

学校を目指しております。 

 これまでも学校は、地域コミュニティーの核としての役割を担っており、今後も児童・生

徒の育成環境の統合的な充実に向け、学校と家庭、地域の人々との連携をさらに図ってまい

ります。 

 以上、私からの１回目の答弁といたします。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。市長、教育長、ありがとうございました。 

 それでは、再質問に入りますが、議長のお許しをいただきまして、順番を、まず保険料の

未納解消、そして特色ある学校教育、最後に障がい者福祉及び教育の順番に変更させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、保険料の未納解消について再質問させていただきます。 

 先ほどの市長答弁では、保険料を滞納することで、本来受けられるサービスが受けられな

くなる、歳入確保の観点からも市政運営に多大な影響を与えることは明白、このような、ど

きっとするような内容が語られていたわけでございます。制度上はそのとおりであると思い

ます。しかし、この御答弁がいかに重いことか。現状を理解されていらっしゃるのかなとい

う懸念ですね、そういうものを持っております。 

 保険料は、応能負担であり、納められる能力に応じた金額になっております。それを納め

ないということは、市長答弁のように、本人にとっても、そして習志野市にとっても、不幸

への一歩、そういうふうなことにつながっていくと思います。 

 そこで、本人にとってのこの不幸ですね、それがどのようなものなのか、確認させていた

だきますが、国民健康保険制度における資格証交付による生活への影響、そして介護保険制

度における給付制限による生活の影響、これら、おのおの、どのようなものなのか、直近の

実績を併せて御説明願います。 

◎窓口サービス推進室長（花澤光太郎君） はい。それでは、まず国民健康保険制度の資格

証交付によります生活への影響について、私のほうからお答えいたします。 
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 資格証を用いて医療機関等を受診する場合には、一旦、御本人において窓口で医療費の１

０割を支払うことになります。なお、支払った医療費につきましては、後日、申請により７

割分を返金することとなりますが、生活への影響は少なくないものと考えられます。この返

金申請時におきましては、まず、滞納保険料への充当を希望するかを御本人に対して確認を

し、希望する場合は充当し、希望しない場合は分納の相談等へつなげるなど、滞納解消に取

り組んでおります。 

 なお、令和３年３月末現在における資格証の交付世帯数は１６２世帯で、その後、分割納

付等により国民健康保険被保険者証等へ変更となった世帯は３０世帯であります。以上です。 

◎健康福祉部長（菅原優君） はい。それでは、介護保険料の未納に伴います給付制限によ

る生活への影響につきましては、所管、健康福祉部になりますので、私のほうから御答弁申

し上げます。 

 まず、保険料を滞納して１年を経過しますと、第１号被保険者の方に対しまして、介護サ

ービスを利用された際の介護給付費の支払い方法の変更ということで、いわゆる償還払い化

の措置が取られます。 

 本来、被保険者の方が介護サービスを利用したときは、課税状況等に応じた自己負担割合

に基づく、１割から３割の自己負担額のみを支払うこととなりますが、この償還払い化とは、

利用時に一時的に１０割分の全額を支払い、保険給付費分の支給を受けるために市の窓口に

おいて申請が必要となるものであります。 

 次に、滞納が１年６か月を経過すると、償還払いにより受け取ることができる保険給付費

の全部または一部を一時差止め、先に滞納保険料の納付を求めることや、または差止めして

いる保険給付額から滞納保険料額を差し引く措置を講じることになります。 

 さらに、保険料の納期限から２年を経過すると、要介護認定やその後の更新等を受けた日

から１０年前まで遡って滞納期間及び時効により徴収権が消滅した期間に応じて、介護サー

ビスを利用したときの自己負担割合が１割もしくは２割の人に対しましては３割に、３割の

人については４割に引き上げられる、そのような措置が講じられることとなります。このこ

とに加えまして、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなるということとなります。 

 以上のように、給付制限による生活への影響は少なくないものと考えられますことから、

保険料を滞納されている方に対しましては、制度の周知を行うほか、納付相談、納付指導な

どにより、滞納解消に向け、取り組んでおります。 

 なお、令和２年度における給付制限の対象者数は１５人で、内訳といたしましては、償還

払い化が１０人、自己負担割合の引上げが５人であります。このうち令和２年度に新たに対

象となった方が６人、また、令和２年度中に給付制限の措置が終了となった方が４人いらっ

しゃいます。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 ただいまの御答弁から、両者を合わせても１５０件弱、また給付制限は微増しております。

この現状からすれば、どこに力点を置いて対応すべきか、それは明らかではないかと私は思

っております。 
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 市長答弁を繰り返しますと、本来受けられるサービスを受けられなくなる、これは住民福

祉を目指す習志野市にとっては、やはり大きな汚点であるぐらいの気概で、そういうものを

持って、やはり取り組むべきではないかと思います。ですから、まずは、この１５０件弱の

解消を目指すべきではないかと思います。 

 そこで、国民健康保険料及び介護保険料の滞納整理ですね、これはどのようになっている

のか、お伺いいたします。 

◎窓口サービス推進室長（花澤光太郎君） はい。まず、お答えいたします前に、私、先ほ

どの答弁の中で、「生活への影響は少なくないものと考えられます」というところを、「影

響は少ない」とお答えしてたようですので、訂正して、おわび申し上げます。失礼いたしま

した。 

 では、御質問にお答えいたします。まず、自主納付を促す取組として、納期限経過後２０

日以内に督促状を発送いたします。その後も未納が解消されない場合は、催告書の発送、納

税コールセンターまたは自動音声電話催告システムからの架電催告及び徴収員による訪問

催告を実施しております。さらに未納が続く場合には、財産の調査を行い、調査の結果、納

付できる資力があるにもかかわらず納付しない被保険者に対しましては、滞納処分を執行し

ております。 

 この滞納処分の件数を令和２年度実績で申し上げますと、国民健康保険料につきましては、

差押え件数が１２０件であり、主に預金や給与が対象となっております。また、介護保険料

の滞納処分件数につきましては、差押え件数が２２件であり、こちらも預金や給与が多くを

占めております。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 では、未納解消における税制課、そして債権管理課また国保年金課、介護保険課との連携

ですね、これはどのようになっているのか、お伺いいたします。 

◎窓口サービス推進室長（花澤光太郎君） はい。未納解消に向けて、徴収部門であります

税制課と債権管理課、賦課部門であります国保年金課と介護保険課との連携はどのようにな

っているかについて、お答えいたします。 

 まず、徴収部門であります債権管理課との連携につきましては、滞納者全般を担当する税

制課において、債権回収が困難となった事案につきまして、より専門的な役割を担う債権管

理課へ徴収移管することで、役割分担を明確化し、その未納の解消に努めております。 

 次に、賦課部門であります国保年金課と介護保険課との連携につきましては、まず、税制

課窓口におきます相談時におきまして、それぞれの制度についての詳細な説明が必要となっ

た場合、各課職員が税制課窓口に出向き、対応しております。また、資格証交付者や給付制

限対象者が窓口等へ相談の際には、連携して、納付の相談へつなげるなど、その解消に向け

て取り組んでおります。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。 

 滞納処分の実績は評価いたします。しかし、正直なところ、やってはいるけれども、とい

う、そういう感じが透けて見えるかなっていう、そういう状況ではないかなっていうことが

分かります。もう少し、やはり解決に向けた具体的な手法、それがあまり変わらない、目新
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しいものがないかなっていう感じがするんですね。そういう部分で、やはり具体的な手法を

示していただきたいなと思います。 

 資格証交付や給付制限の対象者をやはり集中的に訪問する、やはりそういうことって大事

ではないかって思うんですね。特に介護保険の給付制限は、もう本当に使えなくなってしま

うわけですから、当人が悪いって言ってしまえば、そのまんまですけども、やはりそうさせ

ないための手だて、そういう部分をやっぱりしっかり見ていかなくてはいけない、私はその

ように考えるんですね。 

 ですから、そういう感じで集中的に訪問するだとか、それから、たしか、過去に市全体で

滞納、この部分の整理に当たるといった手法とかがあったと思うんですけども、ぜひ、いろ

んな部分で検討されてみてはいかがかなと思っております。 

 滞納整理は大変であると、これはもう本当に十分理解しております。また、現状の中で、

課長を先頭に担当職員、本当に頑張ってくださってる、それは身にしみてますし、本当に理

解しております。ですから、やはり、みんなでもっとアイデアを出して、市民への影響は決

して少なくないんですね。大変だと思います。ですから、そこをどうしようかっていう思い

で、ぜひアイデアを出して取り組んでいただきたいと思います。 

 以前、私、「北風と太陽」の童話を挙げて、未納解消には、対象者への接し方ですね、そ

れが重要であるということを申し上げさせていただきました。つまり、まずは制度を熟知し

ていく。その上で滞納者のこの痛みに寄り添って、そして、そこから解消に結びつけていく。

何となく回り道に思えるかもしれませんけども、そこから滞納者への共感をやはり呼んでい

くのではないかなって思います。 

 そこで確認なんですけども、滞納整理を担当する職員、国民健康保険また介護保険の制度

を熟知しているのかどうか、お伺いいたします。 

◎窓口サービス推進室長（花澤光太郎君） はい。滞納整理を担当する職員が国民健康保険

や介護保険の制度を熟知しているのかについて、お答えいたします。 

 滞納整理を担当する職員が各保険料の制度を理解することは、その業務を遂行する上で重

要であると認識しております。各職員は、一般的な保険料の制度を理解した上で、被保険者

からの納付の相談に応じておりますが、より詳細な説明が必要になった場合には、賦課担当

課へ相談をつなげるなど連携を図りながら、未納解消に向けて取り組んでおります。以上で

す。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。ぜひ、その認識を忘れないで

いただきたいと思います。行政はどこまで行っても人なりでございます。一人の頑張りで解

決できない、こういうことがあるならば、今答弁にございました連携ですね、連携を図りな

がらを、ぜひ実践していただきたいと思います。もちろん、研修も積み重ねながら育ててい

ただきたいなと本当に思います。 

 この質問の最後に、次年度以降のこの取組の方針ですね、ございますようでしたら、お伺

いさせていただきます。 

◎副市長（諏訪晴信君） はい。事務の総括という立場でお答えをさせていただきたいと思

います。 
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 議員からは未納解消に向けました方策ということで御質問を頂戴しております。冒頭の市

長答弁でも申し上げておりますけれども、未納解消、未納ということにつきましては、被保

険者はもとより、習志野市の財政に与える影響もかなり大きいと、まさにそのとおりだとい

うふうに思っております。 

 この課題に取り組むことについては、私ども行政側のやはり使命であろうと思っておりま

す。中でも大事なことは、なぜ納めていただけないのかということに通じるんではないでし

ょうか。納める資力がありながら、納めていただけない。あるいは納めたくても、生活が苦

しくて納められない。こういった方々をどのように私どもがしっかりと話を聞いて、納付に

つなげていくかといったことを、職員一人一人がやはり考えていかなきゃいけないというふ

うに思っております。 

 今後に向けた方針という御質問でありますけれども、明確な方針自体は残念ながら持ち合

わせておりません。しかしながら、納めないという方については、やはり今まで以上に行政

側も毅然とした態度で、しっかりと納めていただくと、もうこれは差押えもやむなしという

態度で臨まねばならないということ。さらには、生活が苦しくて納められないという方には、

しっかりとお話に耳を傾けながら、生活困窮から生活再建へといった道筋をしっかりとつく

っていく、そしていずれ納めていただく、そういった取組を強化していかなければならない

だろうと思っています。 

 債権の回収に向けては、債権管理連絡会議といったものを担当課長で組織もしております。

こういった中で共通理解あるいはケーススタディーをしながら、しっかりと今後も取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 加えて、冒頭の市長からの答弁にもございましたように、やはり市長なり私なりが、各関

連部長をしっかりと指導していく、そして室長を指導、助言していくと、こういったことに

取り組みながら、言わば全庁的に職員の能力の育成、これも図りながら、今後に向けて取り

組んでまいりたい、このように考えているところでございます。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。本当に、副市長からの御答弁

をいただきまして、ありがたく思っております。 

 現状を認識されての、ただいまの御答弁であると、大変、私、心強さを感じました。なぜ

納めていただけないのか、本当に大事な部分であると思います。そこが滞納者の痛みに寄り

添うって、そこになると思うんですね。ぜひ、今の御答弁、お願いしたいと思っております。 

 住民福祉を進めるためにも、それからあと市民もですね、それから行政も不幸にならない、

そのためにも、ぜひ、今のお言葉にあったように、職員を、もう一生懸命、職員は頑張って

おります。その職員を引っ張っていただきまして、もう一歩でも、二歩でも未納解消が進む

ことを御期待しております。よろしくお願いいたします。 

 それで、この質問は終わります。 

 次に、特色ある学校教育についてでございます。 

 教育長の御答弁をお聞きいたしまして、習志野市の特色ある学校教育の取組は、児童・生

徒の人格の形成、また母校への愛着に結びついているものと理解いたします。ぜひ今後とも
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積極的に進めていっていただければと思います。その中で２点、気になることがございます

ので、確認をさせていただきます。 

 １点目は、特色への取組は、学校教育において教科課程などのどこに位置づけられるもの

なのかということでございます。近年、カリキュラムの多さが問題となっている学校教育の

現場でございますけども、学校では負担に感じてないのか、大変懸念するところでございま

す。２点目は、各学校における特色の選定方法について、どのような手続になっているのか。

２点併せてお伺いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。ただいまの特色ある学校教育について２点御質問い

ただきました。順次御答弁申し上げたいというふうに思います。 

 まず初めに、特色ある学校づくりの位置づけについてでございます。文部科学省では、教

育課程の編成に当たり、各学校の教育目標の実現を目指し、教育の内容を選択していくこと

を求めてございます。 

 この国の文部科学省の方針を基に、各学校では、学校教育目標の中において育てたい力を

明確にし、教育課程を編成しているところでございます。その実現のため、教科等を選択し

ての研究や、体験活動の内容を検討し、実践していくことが特色ある学校づくりの取組でご

ざいます。 

 次に、学校における特色の選定方法について御答弁申し上げます。各校の学校教育目標の

具現化のための一つとして、教科等を選択して、自主研究に取り組むことを目的に、校内会

議で年度ごとに特色の選定を行ってございます。校内会議では、どのような研究を行うのか

について、学校の特色を出すための協議をして選定に取り組んでおります。 

 具体例を申し上げますと、先ほど教育長答弁にもありました防災教育については、文部科

学省や千葉県の指定を受けて研究を行い、その後も研究を継続している学校がございます。

教育委員会としては、このように各校で取り組んでいる、この研究をしっかりと継続して、

特色ある学校づくりの支援ができるよう、前向きに取り組んでまいります。以上です。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 ただいまの部長答弁、お聞きいたしまして、安心いたしました。むしろ応援したくなった

っていう、そのぐらいですね、はい。本当に頑張っていただきたいと思っております。ぜひ、

各学校では、子どもたちのために何ができるのか、こういった視点をこれからも忘れずに、

実りある、そして特色ある教育に努めていただきたいと思います。 

 最後に、特色ある教育の一つに挙げられた防災教育について、３・１１以降の部分で指定

されて頑張ってこられたのかなと想像いたしますけども、この防災教育についてお伺いいた

します。 

 習志野市の防災教育は、災害に備えるというだけではなくて、災害弱者の理解、そして、

防災士を招いての実践、こういうものがあるとお聞きいたしました。そこで、防災教育の実

態と今後について御説明お願いいたします。 

◎学校教育部長（遠藤良宣君） はい。御質問にお答えを申し上げます。今ほど小川議員の

ほうからお話のありました平成２３年３月１１日に発生いたしました東日本大震災、この発
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生を受けまして、国や千葉県は、発達段階に応じた防災教育の実施、これを推進をしている

ところでございます。 

 本市といたしましては、習志野市教育振興基本計画の中で、安全・安心を確保し、防災・

減災の力を培う教育の展開を施策として位置づけてございます。各校においては、総合的な

学習等の授業の中で、現在及び将来直面するであろう災害に対して、どう向き合い、行動す

るかについて学んでおります。 

 一例を申し上げますと、袖ケ浦西小学校は、小規模校ではございますが、西小は特別支援

学級が４学級ございます。インクルーシブ教育に力を入れている学校でございます。 

 そこで、本年度、市内の防災士を招き、白杖体験、白いつえでございますが、白杖体験や

車椅子体験を通して、体が不自由な方が災害に遭ったとき感じる大変さや困り感を児童が実

際に体験することで、障がいのある方への配慮の視点、共助の心を育む防災教育に取り組み、

展開をしているところでございます。また、危機管理課の協力の下、防災マップを作成し、

地域に発信することで、安全なまちづくりに子どもたちが参画することができております。 

 教育委員会といたしましては、各学校が取り組む特色ある防災教育、福祉教育などの事例

を積極的に各市内小中学校へ発信、紹介するとともに、学校と外部機関との連携や地域人材

の活用を図り、充実した防災教育を行うことができる体制を支援してまいります。以上でご

ざいます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございます。 

 ただいまの御答弁から、袖ケ浦西小学校では、防災教育を通して、インクルーシブ教育に

力を入れている。とても本当にすばらしいことだと思います。私もますます応援したいって

いう、そういう気持ちになったところでございます。命を守る大切さ、そして災害弱者への

配慮を組み込む、こういった視点は、まさにインクルーシブ教育を進めていく上で、とても

受け入れやすいのではないかと思います。 

 ある識者の言葉に、子どもたちの日常の多様な場面でインクルーシブな場所をつくってい

く中にこそ、誰も置き去りにしない、真の共生社会の実現があるとございました。防災教育

は、その大きな第一歩になるのではないかと大変期待をするところでございます。 

 ぜひ、こうした視点を全ての学校で展開して実践できれば、とってもすばらしいなと感じ

ておりますので、ぜひまた御努力をお願いしたいと思います。ぜひこれからも工夫を重ねて

取り組んでいただけますよう、期待をいたします。ありがとうございました。 

 最後は、障がい者福祉及び教育について、再質問いたします。 

 私の思いは、先ほど冒頭で紹介させていただきました保護者の願い、これに重なっており

ますので、ここで改めて申し上げることはいたしませんが、今は、市長に受け取っていただ

いた要望書、そして先ほどの市長の前向きな御答弁を信頼してまいりたいと考えております。

その上で、２点だけ確認をさせていただきます。 

 １点目は、市長答弁にございました様々な課題、この様々な課題とは具体的にどのような

ものなのでしょうか。横断的にマネジメントする職員は、当然ながら、相応の医療、福祉、

教育の資格を複数持っていることだとか、それから、それなりの経験、そういうものが求め
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られると思います。ですから、採用が難しいということは私も理解はいたします。それ以外

に、重点的にこの調査・研究する課題、これはどのようなものなのか、お伺いいたします。 

◎健康福祉部長（菅原優君） はい。お答えいたします。市長からの答弁にありましたとお

り、横断的にマネジメントする職員の人材確保につきましては、内部から、あるいは外部か

らの登用に際し、様々な課題があると考えております。 

 まず、障がい福祉施策の連携という観点から、横断的にマネジメントする職員を捉えます

と、健康福祉部や他部局の市長部局にとどまらず、教育委員会含めマネジメントするといっ

た組織における位置づけ等を含め、職員配置の先進事例や課題等の調査が必要であると考え

ております。 

 また、障がい福祉施策は、子どもから大人まで、福祉サービス、教育、就労などに関し、

年代や障がい特性に応じた支援が必要であり、幅広い専門的知識が求められることから、人

事異動を伴う公務の職場における採用形態との研究、こちらが必要であると考えております。 

 こうしたことを踏まえ、求められる人材の確保につきましては、人事を所管する総務部及

び組織、事務分掌を所管する政策経営部と十分に協議するとともに、先進事例の調査、採用

形態、組織における位置づけや役割等について研究してまいりたいと。今ほど議員から人事

についてとは別にというようにこともありましたけども、現時点におきましては、私の答弁

は以上とさせていただきます。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。 

 今の部長答弁ですね、素直な感想を一言つぶやいてよいのであるならば、正直、長年、こ

のお願いをしてきたんだけども、今さらですかって、そういう肩を落としてしまうところで

はございますが、でも、先ほどの市長答弁、心強いものをいただきまして、今さらという、

この「さ」を「か」に変えて、今から早速取りかかっていただけると、そのように前向きに

受け止めたいと思っておりますので、ぜひ、広報習志野のように、有言実行でお願いしたい

と思います。 

 ２点目、この調査・研究、結論までにどれぐらいの期間を要していくのか、予定している

のか。大変難しい問題とは思いますけども、保護者が一番気がかりなのが、この点なんです

ね。ぜひ、その点を踏まえて御答弁お願いいたします。 

○議長（清水大輔君） 菅原健康福祉部長。 

     〔「すみません、前ので、いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（清水大輔君） はい、すみません。もう一回、いいですか。小川利枝子議員、どう

ぞ。 

◆２３番（小川利枝子君） 申し訳ないです。付け加えさせてもらいますけども、市長答弁

にございました、令和５年度までの計画期間である第４期習志野市障がい者基本計画ですね、

これは、いわゆる縦割りになりやすい施策を総合的かつ体系化してまとめております。それ

を完遂させるためには、やはり横断的にマネジメントする、この職員は不可欠であると思い

ます。ですから、結論に至るまでの見通しは持っているのか、そういう部分も含めてお伺い

いたします。 
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◎健康福祉部長（菅原優君） はい。お答えいたします。今ほど議員からございました、習

志野市障がい者基本計画、こちらにつきましては、障害者基本法に基づく、本市の障がい福

祉施策の総合的かつ計画的な推進に資する計画であります。計画の推進に当たりましては、

各施策の担当部署は、本計画に基づき事業の実施等に取り組むとともに、障がい福祉課は、

計画推進の核となり、各施策が着実に実行されるよう、毎年、実施状況の進捗管理を行って

いるところであります。 

 障がい福祉施策は、教育施策、子ども政策、都市政策、労働施策など、あらゆる分野にま

たがることから、全庁一体となり取り組むべき施策であり、職員一人一人が高い意識を持っ

て取り組む必要があると認識しております。 

 人材の確保につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、関係部局と協議をしてまい

りますが、結論が出るまでには一定の時間を要するものと考えます。まずは、計画の所管の

部長といたしまして、次長、担当課長を指揮し、また他部局との調整を図ってまいりたいと

考えております。以上でございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。ありがとうございました。つらい答弁であったかなとお

察しいたしますが、子どもたちは日々成長しております。待ったなしでございます。そうい

うことから、行政にはすぐに動いてほしい、このことが長年の保護者の願いでございます。

ぜひ一日も早くと、この一言を要望して、終わりますが、再び保護者から感謝のメッセージ

が届くよう、形ある成果を期待いたします。 

 少しまだ時間がございますので、最後に、来年は、先ほども申し上げましたけども、本市

は、命を守る都市宣言、これを行っていくと伺っております。命という、もう大変幅が広い

というか、スケールが大きい、このような宣言でございます。そして、この全市民のかけが

えのない命を守る宣言でございます。 

 ますます横断的にマネジメントする職員の存在だとか、専門性の確保、それがやはり不可

欠ではないかなと想像いたします。ぜひ、そういう部分を念頭に進めていただきたいと思い

ます。期待をいたします。もうぜひ、ぜひ、よろしくお願い申し上げます。 

 少し早いですが、以上で……。 

     〔「手が挙がった」と呼ぶ者あり〕 

◎副市長（諏訪晴信君） はい。ありがとうございます。最後に、小川議員から大いに期待

をしているというお言葉を頂戴しております。 

 冒頭、議員が今回の横断的なマネジメントをする職員の配置ということについては、市民

の方々がじかに市長に要望していただいたというお話をいただきました。私どもは、市長は

市民からの要望をいただいた後、すぐに、私ないしは人事担当部長あるいは健康福祉部長

等々を呼びまして、このことについてどう対応するんだといったことについて協議をいたし

ました。その中で、冒頭、市長が答弁を申し上げたように、この横断的なマネジメントをす

る職員については、確かに必要だという御判断をされたところであります。 

 しかしながら、様々、どういった人材を登用するのかということにつきましては、任用制

度もございますので、少しお時間をいただかなければならないというふうに思っています。
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その間、今、健康福祉部長からは、言わば決意表明とも言えるような、私が指揮をしてまい

りますという言葉もありました。 

 本来は、部長の役割は横断的にマネジメントすること、これにあるんだろうというふうに

思っております。福祉分野に限らず、習志野市全庁の中で横断的にマネジメントができるよ

うな職員の育成、こういったものを、若い職員からできるように、しっかりと私どもも取り

組んでまいらねばならないと、改めて思ったところであります。いろいろと御指導いただき

まして、ありがとうございます。 

◆２３番（小川利枝子君） はい。本当にありがとうございます。思いがけず御答弁をいた

だきまして、もう本当に感謝でいっぱいでございます。 

 受け止めていただいているということは、本当に心から理解いたしております。本当に信

頼申し上げますので、ありがとうございます。もう今日は感謝の言葉しかございません。こ

れからに期待をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

 

  


