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名

陳情第 68号

所管局

市長公室

行政にかかる諸問題 について

第 5項 (広 報戦略都市政情報課)
個人情報 を取 り扱 う委託業務 の事業者は多種多様にわた りますが、いずれ の業務についても
発注者である各所管課 の責任 において業務 の手順や注意点を書面等で指示 し、仕様書 どお り、
手順書 どお り実行 されてい るかの確認 を行 うとともに、必要に応 じて実地調査 を行 い、個人情
報 が施 錠可能な保管庫で管理 されてい るか、管理方法が適正であるか等について指導・監督に
努 めています。
第 6項 (広 報戦略部広報課)
リニ ューアル前
(令 和 3年 9月 号)
総字数

1枠 あた り広告スペー

約

天地 7

38000文

6 1Lll×

字

左右

119.5

ス

HⅡ ll

写真・ イラス トの点数

約 90′ 煮

ヅニ ューアル後

10月 号
字
約 36000文
天地 6 7 1ull× 左右 119。
(令 和 3年

約

)

5■ ull

130,点

紙面に掲載 された字数は上記 の とお りですが、写真・ イ ラス ト・ 図表 な どを積極的 に活用
し、文字間に余裕 を持たせ るな どして、読みやす くなる レイア ウ トに取 り組 んでいます。
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市政集 中改革室

行政 にかか る諸 問題 について

第 7項 (市 政集 中改革室行 革推進担当 。フ ァシ リテ ィマネ ジメン ト担 当)(財 政局財政都財政
課 。財産活用課 )(建 築者h市 局都市再生部堺駅 エ リア整備担 当・交通部公共交通担 当・交通政
策担当・者1市 計画部都市計画課)(文 化観光局観光部観光企画課 )(市 民人権局市民生活都市民
人権総務課)(各 区役所企画総務課)(南 区役所総務課 )(健 康福祉局障害福祉都障害施策推進
課)
本市では、社会保障関係費な どの歳出が増加 し続 ける一方で歳入が伸び悩み、市独 自の住民
サー ビスなどの拡充な どよ り、平成 28年 度以降は、恒常的に基金を取 り崩す ことで歳入不足
を補 いなが ら財政運営を行 っています。
令和 3年 2月 に公表 した財政収支見通 しでは、毎年度 40億 円か ら 50億 円程度 の収支不足
が見込まれ、財政危機か らの脱去,に 向けた取組 に着手せず 、 このまま推移すれば、いずれ基金
が枯渇す る見込み となつてお り、現在実施 している様 々な行政サー ビスに甚大な影響 を及ば し
ます。
このよ うな事態を防 ぐため、市政全般 にわたる抜本的な改革 を行 い、収支改善 を図る必要が
こお いては、すべ ての事業について、社会情
ある ことか ら、「堺市財政危機脱却 プラン (案 )」 イ
勢 に照 らし必要Jl生 や公益サ
性が低下 していないか、 目的達成に最善の手法であるか、経費に見合
う効果をあげてい るかなどの観点か ら検証 の うえゼ ロベ ースで見直 し、見直 しが市民生活に及
ばす影響が大 きい場合は、代替事業や激変緩和措置を検討す ることとしています。
また、利用 されてい ない公共施設 の土地 ・建物は、「堺市基本計画 2025」 をは じめ、本
市の各分野における計画を踏まえつつ 、庁内関係部局が連携 の うえ、まずは庁内での有効な活
用方法を検討す ることとしてい ます。それ で もなお利用用途 が無い財産は貸付や売却等 によ
り、市の財源確保に努めてい きます。
これ らの改革 を実行す る中でも、最大限効果的 。効率的に事業を実施す ることで、堺 の市政
運営 の大方針である 「堺市基本計画 2025」 に掲げる目標 の達成 をめざします。
市民の皆様 へ のご説明については、本市 の危機的な財政状況や改革 の必要性 をよ りご理解 い
こ策定 に至 った背景や改革 に取 り組む意義を
ただけるよ う、「堺市財政危機脱去,プ ラン (案 )」 イ
「
お示 ししま した。 また、令和 3年 2月 の 堺市財政危機宣言」 にかかる市長 のことばへ の リン
クを市ホームペ ー ジの トップページ注 目情報に常時掲載 しているほか、「広報 さかい」令和 2
年 12月 号〜令和 3年 3月 号、令和 8年 11月 号 に関連記事を掲載 しま した。
今後、プランに位置付 けた取組 の毎年度 の進捗状況を明 らかに し、毎年度 の 当初予算編成に
おいて財政収支見通 しを公表す ることで、市民の皆様へ の説明責任 を果 た します。
なお、パ ブ リック コメ ン トによる意見募集 については、令和 8年 10月 22日 か ら 11月 1
8日 までを募集期間 として実施 し、募集 開女
台日に市 ホームペー ジに掲載、その後、「広報 さか
い」令和 3年 11月 号においてお知 らせ しま した。今後、パ ブ リックコメン トを実施す る場合
は、広報紙において も、できる限 り早い段階で掲載す るよう努 めます。
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行政にかかる諸問題 について

第 7項 (1)
平成 28年 度以降、恒常的に収支不足 とな り、基金 を取 り崩 しなが ら財政運営を行 つてお
り、令和 3年 2月 に公表 した財政収支見通 しでは、令和 2年 度 に実施 した事業見直 しの効果 を
踏 まえて も、近い将来 に基金が枯渇す ることを示 していることか ら、財政状況 の認識 と現状 の
危機感 を議会や市民 の皆様 と共有 し、真 に健全な財政 を実現す るため、「堺市財政危機宣言」
を発出 しま した。
さらに、財政 の弾力性 を示す指標 である経常収支比率が 2年 連続 で 100%を 超 え、経常的
な収入で経常的な支出を賄 えていない状況です。
第 7項 (2)
令和 2年 12月 に事業提案 の変更について覚書を締結 してお り、その計画に基づ き税収入 を
改 めて試算 しま した。税収入 の見込み額は約 38, 000千 円/年 です。
第 7項 (3)
ガス気球事業は、周辺環境へ の調和 も重要な要素 と考 えてお り、工事は必要最小限の施 工 と
し、 また運行時の景観へ の影響についても、専門家へ の意見聴取等 も踏 まえ設置 を進めていま
坑
当事業は、百舌鳥古墳群 の雄大 さを市民の皆 さんや来訪者 の方に上空 か ら眺望 していただ
き、その歴史的な価値や魅力 を広 く伝達するために取 り組む ものです ので、 ご理解 の程 よろし
くお願 い します。
第 7項 (4)
「堺市財政危機脱却 プラン (案 )」 イ
こおける区役所 の法律相談 の時間数につい ては、直近 5
年間における各区の相談利用率等 をЛ
沓まえ、市民サー ビスの低下につ なが らない よ う留意 しつ
つ 、相談枠数を見直す ものです。
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第 7項 (5)
おでかけ応援制度 の見直 しは、令和 3年 2月 に発出 した 「堺市財政危機 宣言」を受け、全て
の事業を総点検す る中で、時代背景に応 じて対象年齢 を見直す ことで、当制度 を存続す るもの
です。
当制度は 日常的な外出機会に乏 しい高齢者層 の社会参画 を促す ことを 目的 としていますが、
平成 16年 の制度創設以来、高齢者 の就業率等 の社会参画 の状況、体力・健康 の状況 は大きく
改善 し、現在 の 65歳 〜 69歳 の方は、制度創設 当時の 60歳 〜 64歳 と同水準 となつていま
す。
この よ うに、高齢者を取 り巻 く社会情勢な どを踏 まえ、 目的に沿 つた形で対象年齢 の見直 し
を行 うものです。
なお 、令和 3年 度末時′
点で 65歳 以上の方 (昭 和 32年 4月 1日 以前生まれ の方)は 、引き
続 きおでか け応援制度を利用することがで きます。
身体障害者及び知的障害者 に対 しては、 」Rや 私鉄各社において、旅客運賃 の割引制度 を設
けてお ります。バ スにつ きま して も、バ ス会社 によつて適用 が異なる場合 があ りますが、普通
乗車券 が 5割 引、定期乗車券が 3割 引 となるな どの割引制度 があ ります ので、現行 の割引制度
の利用をお願 いいた します。 また、介護者 についても、障害者本人 の障害の程度 によつて、割
引が受けられ る場合があ ります ので、詳 しくは、各交通機関にお問い合わせ ください。
第 7項 (6)
泉北高速鉄道通学費負担軽減事業は、泉北高速鉄道及び南海電鉄高野線 を乗 り継 いで通学 し
てい る方に対 して、通学費 の負担軽減 を行 うことにより、泉北ニ ュー タウンにおける子育て世
代 の定住 ・誘導を促進することを目的 として開始 した制度 です。
本事業については、事業 目的である泉北 ニ ュー タウンにおける子育 て世代 の定住・誘導 の効
果が十分に認 められなかつたことか ら、令和 4年 度に廃止す るものです。
第 7項 (7)
市街化調整 区域 の市街化区域 へ の編入 については、計画的な事業 の実施 が概ね 5年 以内に見
込 まれ るとして、「南部大阪者卜
市計画 区域 マス ター プラン」 に位置 づ け られた保留区域に限定
して実施す るものです。
また、余剰地の売却に当たつて、関係団体等 に説 明を行 つてお ります。
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第 8項 (行 政部総務課)
自衛隊法施行令第 120条 には、防衛 大臣は、 自衛官又は自衛官候補 生 の募集 に関 し必要が
あると認 めるときは、都道府県知事又は市町村長 に対 し、必要な報告又 は資料 の提出を求 める
ことがで きると規定 されてお ります。 これに基づ き募集対象者情報提出の依頼 を受け、適法 に
提供 を行 つてお りますが、提供 しないことを希望 され る方へ の周知につ きま して、名簿提供 の
時期に合わせて どの ように対応 してい くか検討 しているところです。
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第 9項 (財 政部財政課)
本市 の国に対す る 「令和 3年 度新型 コロナ ウイルス感染症対策 に関す る要望書」にお いて、
市 の新型 コロナ ウイルス感染症紺策 に活用できる新型 コロナ ウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金について、増額及 び対象事業の拡大など、地域 の実情に応 じて柔軟 に対応 できるよう、
必要 とされ る額 の確保を行 うことな どを要望 しています。

6

番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

選挙管理委員会事務局

行政にかかる諸問題について

第 10項 (選 挙管理委員会事務局)
誰 もが投票 しやす い環境づ くりは重要な ことと考 えてお ります。現在 182箇 所全 ての投票
所 では、段差解消や点字器、車イ ス、 コ ミュニケー シ ョンボー ドな どを設置 してお ります。 ま
た、投票所については、地域 の方 々のご意見を伺 いなが ら選挙人 の利便 を図るため交通 の利便
性や地域 の特J性 を考慮 して設定 してお ります。今後 も有権者 のニーズ を踏 まえた 「誰 もが投票
しやす い環境づ くり」 を進 めてまい ります。
選挙公報及び審査公報については、10月
れま した。

24日 に大阪府選挙管理委員会 か ら堺市へ納品さ

また、選挙公報は、公職選挙法第 17o条 において選挙期 日の 2日 前までに配布す るもの と
定められてい ます。期 日前投票は、公示 日翌 日の 10月 20日 か ら開始 され るため、 どうして
も期 日前投票期間の初 日に間に合わせ ることはできません。 このため、選挙管理委員会 ホーム
ペ ー ジで も選挙人が閲覧できる環境 を整 える等 の対応 させていただきま したので、 ご理解 いた
だきます よ うお願 い します。
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第 11項 (危 機管理室防災課)
本市 では、小中学校な どを風水害時に 108か 所、地震時 に 161か 所 を 「指定緊急避難場
所」、「指定避難所」に指定 しています。
自宅等 が危険な区域にあるな ど、安全な場所へ の移動 が必要な場合 、事前 に避難先 を確認 し
てお くことが重要な ことか ら、区別防災マ ップ等 で災害 リス クと避難所 を予め確認す ることを
啓発 しています。併せて、避難行動 は市が開設す る避難所へ避難す るだけでな く、 自宅 が安全
な場合は建物 の上階な ど自宅内の安全な場所 に避難 (在 宅避難)、 安全な場所 にある友人 。知
人宅な どへ避難 (分 散避難)も 適切な避難行動 であることをお知 らせ しています。
また、津波避難対策 の取組みでは、逃げ遅れた方、遠 くまで逃げることが困難な方 が緊急一
時的に避難す る場所 として、津波浸水想定地域 に津波避難 ビル を 146か 所指定 しています。
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第 12項 (男 女共同参画推進都生涯学習課)(健 康福祉局長寿社会部長寿支援課)
公民館 は、社会教育法第 20条 に基づ き、生涯学習 の振興、地域振興、住民相互の親睦を図
る ことを 目的 として設置 してお り、お住 まいの区域 に関わ らず どなたで もご利用 いただけま
す。公民館 の増設予定は ございませんが、現在市内に設置 している 6館 を学習活動や コ ミュニ
テ ィ活動 の場 として、幅広 くご活用 くだ さい。
今後 も、市民の皆様 にとつて、身近 で利用 しやす い公民館 となるよう施設運営を行 つてい き
ます。
老人福祉センター は、今 日の社会的背景や、利用者 の固定化や設備 の老朽化 といった施設 が
抱 える課題を踏 まえ、限 られた資源や財源 を有効活用す るとい う観点か ら見直 しを検討 してお
り、令和 2年 3月 に 「堺市立の高齢者福祉施設 のあ り方に関す る基本キ
許十
」 を策定 しま した。
当該指針においては、「老人福祉 セ ンターの入浴事業については、令和 6年 度末 までを 目途
に事業継続す ること」 とし、あわせて 「老人福祉センターの事業内容を見直 し、身近な地域 に
おける高齢者 の介護予防や社会参加 に資す る事業へ と転換 を図る」 としてお ります。現在は、
当該指針 に基づ き、老人福祉 セ ンターの機能 の見直 しを進 めてお り、世代 を問わず、よ り地域
に開かれた事業を実施す ることで、時代に合 つた施設 へ転換す るための手法を検討 してお りま
す。
第 13項 (男 女共同参画推進部男女共同参画センター)
利用者 の多様な要望 に応 えるために、男女共同参画交流 の広場や生涯学習施設な ど、既存施
設 との連携 を図 りなが ら、活動 の場 の提供に努 めたい と考 えています ので、 ご理解 を願 い ま
す。
第

14項

(男 女共同参画推進部男女共同参画推進課 )

本市では、経済的理由等によ り生理用品を十分に入手できないな どの 「生理 の貧困」 の問題
に対応す るため、今年度 「困難 を抱える女性への支援事業」 を実施 しています。
本事業 では、困難 を抱える女性 を相談・ 支援につ なげるため、相談窓 日の案内カー ドを同封
した生理用品を、男女共同参画推進課、男女共同参画セ ンター 、男女共同参画交流 の広場 、各
区役所、社会福祉協議会 などで配布 しています。
生理用品を十分 に入手できない状況 にある女性 には、経済的 な困難だけではなく、様 々な背
景や事情 があると考えられます。今年度 の事業を実施す る中で、生理用品の配布状況や相談内
容等の実績 を検証 し、今後 も、必要な相談や支援につ なげる取組 を検討 します。
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番

号

件

名

第

15項

陳情第 68号

所管局

市民人権局

行政にかかる諸問題について
(人 権部人権推進課 )

本市においては、昭和 58年 に非核平和都市宣言を決議す るほか、国内外 の都市が連帯 して
国際社会 に核兵器廃絶 を訴 える活動 を行 う平和首長会議や 日本非核宣言 自治体協議会 に加盟
し、広範な都市連携 の もと、 さまざまな機会 を通 じて核兵器 の ない世界 の実現 を訴 えていま
す。
今後 も、平和首長会議及び 日本非核宣言 自治体協議会を通 じ、核兵器廃絶 を国際社会に求め
ます。
また、「核兵器禁止 条約」につ きま しては、本市 も加盟 している平和首長会議 か ら、 日本政
府 に対 して署名 ・批准を求 めています。
第

16項

(人 権部人権推進課)

日本国憲法、中でも第 9条 につ きま しては、 さまざまな議論がな されてい ることは認識 して
い ます。 しか しなが ら、憲法改正につ きま しては、国権 の最高機 関である国会 での発 議 を経
て、国民投票 により判断 され るべ きもの と考 えています。
本市 としま しては、今後 とも 「平和 と人権 を尊重す るまちづ くり条例」や 「非核平和都市宣
言決議」の趣 旨を踏 まえ、平和社会 の実現に向けて取 り組みます。
第

17項

(人 権都人権推進課 )

本市では、「平和 と人権 を尊重す るまちづ くり条例」や 「非核平和都市宣言決議」 の趣 旨を
踏 まえ、平和 と人権資料館 における戦争 の実相 を伝 える展示や 、平和 を啓発す る事業の実施な
ど、平和 に関す る取組を推進 して きま した。
今後 も、戦争 の悲惨 さ、平和 の尊 さを次世代に伝 えてい くことで、平和社会 の実現を図 りま
す。
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番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

健康福祉局

行政にかかる諸問題 について

第 18項 (長 寿社会部国民健康保険課)
平成 30年 度 か ら都道府県が財政運営の責任 主体 として国保運営の 中心的な役割 を担 うこと
で財政運営 の安定化 を図 り、制度 の持続性を高めることを 目的 とした国保制度改革が実施 され
ま した。 これに伴 い、大阪府 は、法に基づ く大阪府国民健康保険運営方針 を策定 し、平成 30
年度 か らの保険料率 の統一 な どを定めました。
大阪府国民健康保険運営方針では、平成 30年 度 か ら令和 5年 度まで最大 6年 間は、各市町
村 による激変緩和措置 が認 め られてお り、本市においては、激変緩和措置期間中の保険料率 に
ついて、基金か らの繰入れ を行 うことなどによ り、被保険者 の負担 が急激に増加す ることのな
い よ う対応 してい きます。
第 19項 (長 寿社会都医療年金課)
静性を確保 し、世代間の公平J性 を図るため、医療 の給付
国において、社会保障制度 の持続可育
と負担 の在 り方についての検討 を行 つた結果、「全世代対応型 の社会保障制度 を構 築す るため
の健康保険法等 の一部を改正す る法律」が公布 され、令和 4年 度 の後半か ら一定所得以上の被
保険者 の窓 口負担を 2害 1に 引き上げることにな りま した。
また、施行 に当た つて は、 2割 負担への変更によ り影響 が大 きい外来患者 について、施行後
3年 間、1か 月分 の負担増 を最大で も 3, 000円 に収まるよう、配慮措置 が併せて導入 され
ます。
本市 とい た しま しては、今後、後期高齢者 の必要な受診が抑制 され る事態が生 じないよ う
に、国に対 し必要な措置 を講 じるよ う要望を行 つてまい ります。
第 20項 (長 寿社会部長寿支援課 。障害福祉部障害支援課)
加齢性難聴 は、社会問題 の一つであ り、本市において も相談窓 口な どで、 コロナ禍 によるマ
ス ク着用や アク リルパネル設置 の影響 も加わ り、その対応 が課題 となつています。
難聴 に関す る自覚や変化へ の気づ きか ら適切 なケアや医療につ なぐことは、難聴 に起因す る
認知症などの二次的な機能低下の予防にもつ ながる ことか ら、様 々な機会をとらえ、本人や、
高齢者 を支援す るケアマネ ジャー等へ の啓発 に取 り組 んでいきます。
なお、加齢性難聴 を含む聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方につ きま しては、補装
具 として、補聴器 の購入 に要す る費用 を助成す る制度があ りま丸
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番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

子 ども青少年局

行政にかかる諸問題 について

第 21項 (子 育て支援都幼保推進課 )
第 2子 の O歳 児か ら2歳 児 の保育料無償化については市独 自の施策であ り、市 の非常に厳 し
い財政状況の中、対象者全員 に実施す ることは困難な状況です。
令和 3年 度における暫定的な対応 として、特に経済的負担 の厳 しい子育て世帯への支援 を行
うことを 目的に、年収 380万 円未満相当世帯を対象 とす る所得制限を設けた うえで実施 して
います。
第 22項 (子 ども青少年育成部子 ども家庭課)(市 民人権局男女共同参画推進部男女共同参画
推進課)
本市では、DVに 関す る相談については、各区の女サ
l生 相談窓 口や堺市配偶者暴力相談支援 セ
ンターで相談を受け付けてお り、それ らの開設時間以外 も夜間・休 日DV電 話相談を開設 し、
24時 間 365日 相談 に対応 しているほか、男女共同参画セ ンターや男女共同参画交流 の広場
にお いて もDV相 談を行 つています。 コロナ禍 の現在 も相談体制 を弱めるこ となく継続 して対
応 していま現
また、今年度は コロナ禍における封策 として、国の交付金 を活用 し、相談窓 日案内カー ドを
添付 した生理用品の配布 と、 SNS、 メール 、電話等 での女ll生 サポー ト相談を実施 してお り、
より相談 しやす い環境整備 に努 めています。
これ らの相談窓 口に関す る情報 が必要な方 に届 くよ う、広報紙、市 ホームペー ジ、 SNSな
ど様 々な手法を用 いて情報発信 を行 つています。
また、緊急対応 が必要な方は、大阪府 と連携 し、 シェル ター等 での一時保護による被害者 の
安全確保 に努 めています。
各区の女性相談窓 口を設置 している子育て支援課には、学校園をは じめ関係機 関 と連携 して
い る家庭相談員 も配置 してお り、必要に応 じて連携を行 い、DV事 案 の把握 を行 つています。
今後 も、一人でも多 くのDV被 害者 の支援や相談等 につ ながるように相談窓 日の周知啓発 に
努 めます。
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番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

産業振興局

行政にかかる諸問題について

第 23項 (商 工労働部雇用推進課)(子 ども青少年局子 ども青少年育成都子 ども家庭課)
新型 コロナ ウイルス感染症 の感染拡大に伴 い、ひ とり親世帯、特に母子世帯 の経済的な影響
は深刻な状況であると認識 しています。
新型 コロナ ウイルス感染症 の影響による解雇 。賃金未払い等 の相談については、大阪労働局
において、特別労働相談窓 口が設置 されています。
また、労働条件、労働福祉等にかかる様 々な問題 ・疑問に対 し助言・情報提供を行 うため、
本市雇用推進課、堺区を除 く各区役所及びサ ンスクエア堺 で労働相談 を行 つています。
さらに、全年齢 の女性 を対象 にした 「さかい JOBス テーシ ヨン」 の 「女性 しごとプラザ」
や、働 く意欲 があ りなが ら、様 々な阻害要因のため就労に結びつかない方を対象に した 「公益
財 団法人 堺市就労支援協会」通称 「ジ ョブシ ップ さかい」 にお いて、女性求職者 の状況 に応
じて、就職 につ ながるカ ウンセ リングや セ ミナーの実施 をは じめ、正規雇用 の求人企業情報 の
提供及び企業 とのマ ッチ ングなどの支援、結婚、出産、育児、介護等 の様 々な事情で一旦退職
し再就職をめざす女サ
l生 のキ ャ リアブランク解 消の支援な どに取 り
組 んでいます。
今後 も、様 々な立場 にある女性 に対す る切れ 目のない きめ細 かな就労支援に取 り組 んでいき
ます。

13

番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

建築都市局

行政にかかる諸問題について

第 24項 (交 通部公共交通担当)
おでかけ応援制度 の見直 しは、令和 3年 2月 に発 出 した 「堺市財政危機宣言」 を受 け、全て
の事業を総点検す る中で、時代背景に応 じて対象年齢 を見直す ことで、当制度 を存続す るもの
です。
当制度は 日常的な外出機会に乏 しい高齢者層 の社会参画 を促す ことを目的 としてい ますが、
平成 16年 の制度創設以来 (高 齢者 の就業率等 の社会参画 の状況、体力・健康 の状況 は大きく
改善 し、現在 の 65歳 〜 69歳 の方は、制度倉1設 当時 の 60歳 〜 64歳 と同水準 となつていま
す。
このよ うに、高齢者 を取 り巻 く社会情勢な どを踏 まえ、 目的に沿 つた形で対象年齢 の見直 し
を行 うものです。
なお、令和 8年 度末時点で 65歳 以上の方 (昭 和 32年 4月 1日 以前生まれ の方)は 、引き
続 きおでかけ応援制度を利用す ることがで きます。

14

番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

上下水道局

行政 にかかる諸問題 について

第 25項 (経 営企画室)
人 口減少に伴 う水需要 の減少な ど、水道事業を取 り巻 く環境 が厳 しさを増す中、将来 にわた
り安定的に事業を運営 してい くた めには、民間企業 の技術力や高い効率性 をいかす ことが重要
であると考 えています。
民間企業に委託 した業務 であって も、委託業者による業務履行 について本市が責任 をもつて
適正に管理 しています。
今後 も、水道事業 の公益性・公共性を確保 した上で、民間企業 との連携を進 め、事業運営 の
よ リー層 の健全化や効率化を図 り、安全安心な水を安定的に供給 していきます。
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番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

教育委員会事務局

行政にかかる諸問題 について

第 26項 (中 央図書館総務課)
市 立図書館 については、持続可能 で市民ニーズをふまえた図書館サー ビスの提供ができるよ
う努 めます。
バ リア フ リー化 については、令和 2年 7月 に策定 した中央図書館基本指針 に沿 つたサー ビス
の拡充、重点項 目への対応や、新 たな機能 を持つ施設等 の整備などに取 り組み ます。
また、本市 では市民の読書活動 を推進 し、 ご利用 いただ く方 の課題解決を支援す るため、多
様な図書館資料 の充実に努 めます。
第 27項 (総 務部学務課・ 学校管理都学校給食課 。中学校給食準備 室)
学校給食 で使用す る食材 の残留農薬 の検査基準は、食品衛生法に基づ くポジテ ィブ ジス ト制
度 により設定 された基準 としています。
また、地場産物 については、学校給食 での米、小松菜、玉ね ぎ、大根、にん じん、キャベ ツ
等 の使用や地場産物を活用 した献 立の取 り入れな ど、学校給食 を活用 した地産地消を含 む食育
の推進 を図 つていますと
学校給食 に要す る経費の うち、食材料費 については、学校給食法 に基づ き保護者 の方 々の ご
負担 をお願 い しています。
中学校給食 については、現在、令和 3年 10月 に策定 した 「堺市 中学校給食改革実施計画」
に基 づ き、全員喫食制 の 中学校給食 を令和 7年 度 に開始す る こ とをめ ざし、取 り組 んでい ま
す。
なお、中学校給食費への就学援助 の適用については、全員喫食制 の中学校給食 の導入 と併せ
て、検討 します。
第 28項 (教 職員人事部教職員人事課・ 学校教育部学校指導課・学校管理部学校施設課)
ト学校教育支援加配
本市では現在、小学校 にお いて 1・ 2年 生で 35人 以下の学級編制、「ノ
教員」 の配置により、小学校 3年 か ら 6年 にお いて 88人 以下の学級編制 を行 つています。ま
た、小 。中学校 にお いて 「習熟度別指導等加配教員」 の配置 により、きめ細かな指導を行 うた
めに、1ク ラスを分割するなど少人数での学習を実施 しています。
少人数学級実現 のためには、教員数 の確保や、教 室数 の確保な ど、様 々な課題 があると認識
してお り、国による法改正 の内容をふまえ、本市の状況 に則 して検討 し、対応 します。
また、学級編制基準の改善及び教職員定数 の増員 については、国 に対 し要望 しています。
さらに、教室 の環境整備 については、必要に応 じて整備 を行 います。
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番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

教育委員会事務局

行政にかかる諸問題について

第 29項 (教 育センター学校 ICT化 推進室)
GIGAス クール構想 に係 る環境整備は昨年度完了 し、今年度 か らは様 々な授業や家庭学習
で ICTを 活用 しています。 クラスでの集団学習 にお いては、 ICTを 活用 した協働的な学び
を行 うほか、従来 どお りの授業 も行 っています。
教職員向けの研修については、各種 ソフ トウェアの操作方法 の動画を配信 し、 また、緊急事
態宣言 の解除後 には、具体的な学習での活用方法について、教育センター における集合研修 を
レア ップを図 つています。
再開 してお り、教職員 のスキア
第 80項 (学 校管理部学校施設課)
本市では、小中学校 トイ レの環境改善事業 として、洋便器 の設置率の向上を含 めた学校園の
トイ レ改修 を計画的に進 めてお り、その 中で、老朽化 した トイ レの全面改修 に加 え、和便器 を
洋便器に取 り替える部分改修に取 り組 んでいます。今後 も学校 トイ レの環境整備 に努めます。
第 31項 (学 校教育部学校総務課)
児童生徒 か ら生理用品の持参を忘れた旨等 の相談を受けた場合には、児童生徒 の心身 の健康
状態等 について把握す るため、保健室等で対面による個別 の対応を基本 としてい ます。
なお、各校 にお いて、衛 生面や安全面での懸念 がない と判断できる場合には、対面による配
布 と並行 して、 トイ レ等 に設置する方法での配布 も可能 としています。
第 32項 (学 校教育部学校指導課)
さかい学びサポー ト事業 (旧 マイ ス タデ ィ事業)に ついては、地域人材 の協力 の もと、参力日
児童 生徒 の授業理解に一定 の効果があつた もの と考 えてお りますが、一方、ス タンフの安定的
な確保など課題 もあることか ら、令和 2年 度をもつて廃止 とな りま した。
本事業 の 目的であった家庭学習習慣 の定着や基礎学力 の向上に向けては、児童生徒 1人 1台
パ ソコンに内蔵 されてい る学習 コンテ ンツを、学校 での授 業や家庭学習 で有効 に活用 して取 り
組みます。
学びが困難な児童生徒等に対 しては、授業や休み時間をは じめ、児童 生徒 の個 々の状況 に応
じて放課後等 の時間も活用 しながら、きめ細 かな指導を行 う等 の学習支援 を行 います。
また、将来 の堺 を担 う子 どもたちのために、第 3期 未来をつ くる堺教育 プランに基づ く施策
を着実に推進できるよう取 り組みます。
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番

号

件

名

陳情第 68号

所管局

教育委員会事務局

行政にかかる諸問題 について

第 33項 (総 務部総務課)
中学校への飲料水 自動販売機 の設置については、近年 の猛暑対策 として部活動等 の際 に持参
した飲み物 が不足 した場合等において、水分補給 できる環境 を整 え られないか とい う学校 か ら
の要望があったことや、災害対応型 の 自動販売機 の設置 によ り、避難所 として学校施設 を利用
す る際の飲料水の確保を 目的 として開始 しま した。
設置に当たつては、学校 が PTAと 協議す るなど保護者 の意向を確認 した うえで判断 してお
り、設置 した学校では利用についてのルール を設定す るほか、飲料水 の摂取 の仕方 についての
指導等を行 っていま坑
また、飲み終 えたペ ッ トボ トル は、回収 ボ ックスを設置 して適切 に回収 し、 リサイクル を行
っています。
第 34項 (教 育センター能力開発課・ 学校教育部学校指導課 。生徒指導課)
大阪府新学カテス ト (小 学生す くす くテス ト)は 、小学 5、 6年 生を対象に府内の子 どもた
ち一人ひ とりが学びの基盤 となる言語能力や読解力、情報活用能力等 を向上 させ 、 これか らの
予測困難な社会 を生き抜 く力を着実につ け、その結果分析 をもとに学校教育 の改善・充実等に
取 り組む ことを目的に実施 されるものです。
本市教育委員会では、児童 の学びの状況 を把握す ることで、 これまでの教育施策 の成果や改
善 に活か し、また、学校 では指導 の改善 。充実 に役 立てることができると考 えてお ります。

教科や教科横断型 の調査 については受検 します が、アンケー ト調査は、本市が実施す るCB
Tに よる学習 。生活状況調査 (児 童生徒 1人 1台 パ ソコンを活用 した質問調査)に より代替す
ることとし、令和 4年 度 のアンケー ト調査は受検 しない ことを教育委員会 として決定 しま し

た。
チャ レンジテス トについては、そ の実施 の 目的を考慮 し、公立高等学校入試 における評定の
公平′
陛を担保す る方策 の検証 のために行われてい るもの と認識 しています。
第 35項 (学校管理部学校施設課)
体育館 のエア コン整備 については今後 の施設整備 の課題 の一つ と考 えてお り、国の動向、他
市 の状況などを注視 し、災害時の避難所になることも念頭 に置 きなが ら研究を進 め、良好な学
校施設 の環境改善 に取 り組みます。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

市長公室

行政 にかかる諸問題 について

動部産業政策課 )
第 3項 (政 策 企画 部)(文 化観光局観光部観 光企画課 )(産 業振興局商 工 労イ
(建 築都市局都市再生部)
カジノを含む統合型 リゾー ト (IR)に ついては、平成 30年 「特定複合観光施設区域整備
法 (IR整 備法)」 が制定 され、令和 2年 に国において基本方針が示 されま した。大阪府 。大
阪市においては、令和 3年 3月 に 「大阪・夢洲地区特定複合観光施設 区域整備 実施方針」が
公表 され、 9月 に設置運営事業予定者 の選定が行われま したが、本市 は IR誘 致には関わつて
いません。
なお、堺 旧港周辺 の活性化については、海辺 の魅力 を活か し、居 心地の良い交流空間を、民
間活力 を活用 しなが ら形成す ることで、 よ り多 くの市民、来訪者 の訪れ る魅力 あるエ リアに し
てい くことをめざしています。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

選挙管理委員会事務局

行政にかかる諸問題 について

第 4項 (選 挙管理委員会事務局)
投票所を設置す る際には、投票区の選挙人数や施設 の広 さ、急な選挙執行 の際 に借用できる
見込みがあるか等様 々な条件を考慮す る必要があ ります。現在、投票所 と指定 している施設に
ついては、地域 の方 々の ご意見を伺 いなが ら選挙人 の利便 を図るため、交通 の利便性や地域 の
特性 を考慮 し設定 してお ります。また、選挙当 日にお いて も、段差解消や点宇器、車イ ス、 コ
ミュニケー シ ョンボー ドな どを設置 し対応 してお ります。今後 も有権者 のニーズ を踏 まえた
「誰 もが投票 しやす い環境づ くり」を進めてまい ります ので、 ご理解 いただきます よ うお願 い
いた します。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

危機管理室

行政にかかる諸問題 について

第 5項 (危機管理室防災課)(教 育委員会事務局学校管理都学校施設課)
コロナ禍における避難所運営については、堺市避難所運営マニュアル (新 型 コロナ ウイルス
感染症対策編)を 策定 し、受付時 に検温やチ ェ ックシー トの作成 を行 うことや手洗 い、消毒、
咳エ チケ ッ トの徹底、 30分 に 5回 程度避難 スペースを換気す ること、 ソーシャルディス タン
スの確保等 を明記 し、避難所 の衛生管理 の徹底 を図 つています。
避難所 の空調設備 については、本市では、 これまでの台風等 の風水害時の避難所運営 では、
体育館 だけでなく、空調設備 のある教室等を避難 スペ ース として使用す るな ど(避 難者 の体調
に配慮 し、施設管理者 と調整 を図 りなが ら臨機に対応 しています。
体育館 のエア コン整備 については今後 の施設整備 の課題 の一つ と考えてお り、国の動向、他
市 の状況な どを注視 し、災害時の避難所になることも念頭に置 きなが ら研究を進め、今後 も大
規模災害を想定 した良好な避難所乗境 の確保 に取 り組みます。
また、災害時の避難所運営における女性特有 の様 々な課題 については、堺市防災対策推進本
部幹事会避難所生活者環境改善専門部会 において、庁内関係部局 が組織横断的 に対策 の検討 を
行 ってお ります。なお、今年度か らは国のガイ ドライ ンをふまえ男女共同参画推進部を部会員
に力日えました。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

市民人権局

行政 にかかる諸問題について

第 6項 (人 権都人権推進課)
本市では、非核平和都市宣言決議 の趣 旨を踏 まえ、 これまでも平和 と人権資料館 における被
爆 の実相 を伝 える展示を行 うなど、 さまざまな機会 を通 じて核兵器 のない世界 の実現を訴 えて
きま した。
今 日、市民社会 における核兵器廃絶 の世論 を醸成 していこ うとす る取組 の重要性 が高まって
い る ことか ら、今後 も、非核平和施策 の趣 旨に沿 つた取組について、精査 の うえ後援や協力 を
行 つてい きます。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

健康福祉局

行政 にかかる諸問題 について

第 7項 (健 康部健康医療推進課 。障害福祉部障害支援課)
胃・肺 。大腸 。子宮・乳 の 5つ のがん検診 については、令和 2年 4月 か ら 2年 間の期間を延
長 し、 自己負担額 を無料 としています。 また、 5つ のがん検診 に加 えて、胃がん リス ク検査 、
前立腺 がん検査についても、令和 2年 4月 か らの 2年 間は自己負担額を無料 としています。
がん検診等 の無償化 の実施については、広報 さかい等 での啓発 に取 り組み、 この機会 に、多
くの市民に受診 を していただき、以後 の定期的な検診 の受診 につ なげていきたい と考 えていま
す。
また、特定健康診査 の検査項 目は、メタボ リックシン ドロームに着 日して特定を してお り、
生活習慣病予防 に有効 とされ る国が定めた項 目を中心に実施 してい ます。今後 も、市民の健康
寿命 の延伸 に向けた取組を総合的に進めてい きます。
歯周病予防姑策 として成人歯科検診 を行 つてい ます。令和元年度 か らは、対象年齢を 80、
35、 40、 50、

60、

70歳 に追力日してオー ラル フレイル予防対策 として 71〜 74歳 、

75歳 以上の生活保護受給者 に対象年齢 と内容 を拡充 して行 い、広報等で受診勧奨を行 つてい
ます。
また、 自己負担につ きま しては、受益者負担 の適正化 の観点か ら自己負担額 を設定 してお り
ますが、市民税非課税世帯 に属す る方な どにつ きま しては、無料 としてお ります ので併せて ご
理解 をお願 いいた します。
なお、聴覚障害による身体障害者手帳をお持 ちの方につ きま しては、補装具 として、補聴器
の購入 に要す る費用を助成す る制度があ ります。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

子 ども青少年局

行政にかかる諸問題 について

第 8項 (子 ども青少年育成部子 ども家庭課)
令和元年 8月 に堺市立児童 自立支援施設基本計画 を中断 し、堺市の子 どもたちに必要な支援
を行 える環境を しつか り確保す ることを前提に、施設整備費用や将来的なランニ ングコス トを
考 えて、 より効果的な手法 として、大阪府 への事務委託継続 に向け大阪府 と協議 しました。令
和 3年 1月 に大阪府 との事務委託継続 について合意 したことか ら、中断 していま した堺市立児
童 自立支援施設基本計画 について、令和 3年 5月 28日 に中止 しま した。
今後は、大阪府 立施設内にお いて、新 たな寮舎 を令和 6年 4月 1日 に開所 できるよう、大阪
府 と協力 しなが ら、事務委託継続に向けた整備等 を進めてい きたい と考 えています。
第 9項 (子 育て支援部幼保推進課)
第 2子 の 0歳 児か ら 2歳 児 の保育料無償化 については、市 の非常 に厳 しい財政状況の 中、対
象者全員 に実施す ることは困難な状況です。
なお、令和 3年 度 における暫定的な対応 として、特に経済的負担 の厳 しい子育 て世帯へ の支
援 を行 うことを 目的に、年収 380万 円未満相 当世帯 を対象 とす る所得制 [艮 を設けた うえで実
施 しています。
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番

号

件

名

陳情第 69号

所管局

建築都市局

行政にかかる諸問題 について

第 10項 (交 通部公共交通担当)
おでかけ応援制度 の見直 しは、令和 3年 2月 に発出 した 「堺市財政危機宣言」 を受け、全て
の事業を総点検す る中で、時代背景に応 じて対象年齢を見直す ことで、当制度 を存続す るもの
です。
当制度は 日常的な外出機会に乏 しい高齢者層 の社会参画 を促す ことを 目的 としていますが、
平成 16年 の制度創設以来、高齢者 の就業率等 の社会参画 の状況、体力・健康 の状況は大きく
改善 し、現在の 65歳 〜 69歳 の方は、制度創設 当時の 60歳 〜 64歳 と同水準 となつていま
す。
このよ うに、高齢者を取 り巻 く社会情勢な どを踏 まえ、 目的に沿 つた形 で対象年齢 の見直 し
を行 うものです。
なお、令和 3年 度末時点で 65歳 以上 の方 (昭 和 82年 4月 1日 以前 生まれ の方)は 、引き
続 きおでかけ応援制度を利用す ることがで きます。
また、本市 では、以前、各区内を周回す る 「ふれあいバス」 と 「みは らふれあい号」を運行
していま したが、路線バス との重複 が多 く、利用が低調 であつたことな どか ら、平成 25年 6
月末 日をもつて廃止 した経緯 があ ります。
市 としま しては、ニュー タウン地域 の活性化 の進捗やバ ス需要 の動向を見据 えなが ら、事業
者に路線バ スの利便性向上を働 きかけてい きます。
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番

号

件

名

第 11項

陳情第 69号

所管局

教育委員会事務局

行政にかかる諸問題 について
(中 央図書館総務課)

開館時間については、各区図書館・分館 の利用状況や費用対効果 を勘案 し、また利便性 を確
保 したなかで検討 します。
また、図書館 の管理運営手法 については、持続可能 で市民ニーズ をふまえた図書館サー ビス
の提供を念頭に、指定管理者制度 を含 めたア ウ トノーシングによる運営について研究 します。
第 12項 (学 校管理部学校給食課・ 中学校給食準備 室)
教育委員会 では、全員喫食制 の 中学校給食 の実施 に向け、「堺市 中学校給食実施 方法等調
査」 の結果をも とに、有識者等で構成 され る 「堺市中学校給食検討懇話会」か らの意見 をふま
え、高度な衛 生管理が徹底 できること、同時期 に一斉早期 に開始 できること、安全安心な給食
を安定的に提供できる こと等 の理由か ら、給食 センター方式 の導入 を令和 2年 3月 に決定いた
しま した。現在、令和 3年 10月 に策定 した 「堺市中学校給食改革 実施計画」 に基づ き、全員
喫食制 の中学校給食 を令和 7年度 に開始することをめざ し、取 り組 んでいます。
学校給食 に要す る経費 の うち、食材料費 については、学校給食法 に基づ き保護者 の方 々のご
負担 をお願 い しています。

第 13項 (学 校教育部学校総務課)
児童生徒か ら生理用品の持参を忘れた旨等の相談 を受けた場合には、児童生徒の心身の健康
状態等について把握す るため、保健室等で対面による個別の対応を基本 としています。
なお、各校において、衛生面や安全面での懸念がない と判断できる場合には、対面による配
布 と並行 して、 トイ レ等に設置す る方法での配布 も可能 としています。
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番

号

件

名

陳情第 70号

所管局

健康福祉局

難聴者施策について

第 2項 、第 4項 、第 5項 (長 寿社会部長寿支援課・ 障害福祉都障害支援課)
加齢 性難聴 を含む聴 覚障害 による身体障害者手帳をお持 ちの方につ きま しては、補装具 とし
て、補聴器 の購入 に要す る費用を助成する国の制度 があ ります。
力日
齢性難聴は、社会問題 の一つ であ り、本市 において も相談窓 口な どで、 コロナ禍によるマ
ス ク着用や アクリルパネル設置 の影響 も加わ り、その対サ
芯が課題 となつてい ます。
へ
難聴に関す る自覚や変化 の気 づ きか ら適切なケアや医療につ な ぐことは、難聴に起因す る
認知症などの二次的な機能低下 の予防にもつ ながることか ら、様 々な機会を とらえ、本人や、
高齢者 を支援するケアマネジャー等への啓発に取 り組 んでい きます。
第 3項 (健 康都健康医療推進課)
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 のホームページにお いて、 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
が認定 した補聴器相談医の内、勤務先公開の了承を得た相談医の名簿が公表 されています。 当
該名簿によると、堺市内すべての行政区において、補聴器相 談医は設置 されてい る状況です。
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番

号

陳情第 71号

件

名

行政にかかる諸問題 について

審

査

委員会
審査 日

議会運営委員会

12月 17日

(審 査結果)

第 l項
本市議会 では、議員報酬 については、令和 2年 6月 分 か ら 11月 分 まで議員報酬 を月額 1
5%削 減 し、その後、令和 3年 4月 1日 か ら令和 5年 3月 31日 までの間、議会議長及 び副議
長以外 の議員 の報酬月額 を 78万 円とし、全議員 (議 会議長及 び副議長 を含 む)の 月額報酬を

5%削 減 しています。 (※

)。

また、本市 の新型 コロナ ウイルス感染症対策強化及 び行財政改革推進に協力す るため、令和
8年 度及び 4年 度 の 2年 度にわた り、議員報酬 の削減に加 え、政務活動費 について も、議員 1
人あた り月 80万 円か ら 5%削 減す ること、あわせて国内各者1市 へ の調査視察及 び海外調査研
究派遣 の中止を決定 しま した。
今後 とも、議会 の権能 を十分に発揮 し、市民か ら負託 された期待に応 え、市民福祉 の向上 と
市政 の持続的発展に寄与 してまい ります ので、 ご理解 のほどよろしくお願 いいた します。

(※ )

区分

議会議長
議会副議長
議会運営委員会委員長
議会運営委員会副委員長
議会常任委員会委員長
議会常任委員会副委員長
議会特別委員会委員長
議会特別委員会副委員長
議会議員

月額
月額

950,000円
850,000円

月額

810,000円
800,000円

月額
月額
月額

800,000円
790,000円
800,000円

月額

790,000円

月額

月額

780,000円
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議員報酬 の額
⇒
吟

‑5%
‑5%

1

￨

780,000円

￨

吟

‑5%

⇒

‑5%

番

号

陳情第 71号

件

名

行政にかかる諸問題 について

審

査

委員会
審査 日

議会運営委員会

12月 17日

(審 査結果)

第 2項
本市議会 では、 ご指摘 の件 について、本会議 (令 和元年 9月 4日 、令和 3年 6月 8日 )で 質
疑・ 質問が行 われてお り、本市議会ホームページか ら議会イ ンターネ ッ ト中継 (録 画中継)及
び会議録 でご覧 いただ くことがで きます。また、堺市役所市政情報センター 、各区役所市政情
報 コーナー、堺市各図書館等 でも会議録をご覧いただ くことがで きます。
本市議会 においては、今後 も堺市議会基本条例 (平 成 25年 条例第 24号 )の 理念 の もと、
議会 の権能 を十分 に発揮 し、市民か ら負託 された期待 に応 え、市民福社 の向上 と市政 の持続的
発展 に寄与 してまい ります。
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番

号

陳情第 71号

件

名

行政にかかる諸問題 について

審 査
委員会
審査 日

議会運営委員会

12月 17日

(審 査結果)

第 3項
本市議会 では、令和元年 6月 21日 に竹 山修身前市長 の選挙資金問題等調査特別委員会 が設
置 され 、堺市長選挙 にかかる選挙運動に関す る収入及び支出の報告 に関す る事項について調査
を行 つてきま したが、令和 8年 1月 26日 に、本委員会委員長 か ら議長 に対 し、調査報告書 が
提出 されま した。 当該調査は、令和 8年 2月 17日 開催 の本会議 において、調査報告書が全会
一致で可決 され、終了 してお ります。
なお、令和 2年 12月 18日 開催 の本会議 において、正 当な理 由がなく出頭 しない、記録 を
提出 しない等 によ り、竹山修身氏、阪本圭氏、竹 山富美氏、渡井理恵氏 の 4名 を告発す ること
を決定 し、令和 2年 12月 21日 付けで大阪地方検察庁に告発書を提出 しま した。 当該告発書
については、令和 3年 2月 12日 付けで全件受理 されま したが、大阪地方検察庁は、令和 3年
10月 15日 にいずれ も不起訴処分 としま した。
また、調査報告書については、堺市役所市政情報センター 、各区役所市政情報 コーナー、堺
市各図書館等に掲出 している令和 3年 第 1回 市議会 (定 例会)会 議録 か らご覧いただくことが
でき、堺市議会 ホームページにも会議録 を掲載 しています。
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番

号

陳情第 71号

件

名

行政にかかる諸問題 について

審

査

委員会

審査 日

議会運営委員会

12月 17日

(審 査結果)

第 4項
本市議会に提出の あった陳情 は全て、定例会 ごとに 「陳情書綴」 として印刷 し、堺市役所市
政情報センター、各区役所市政情報 コーナー 、堺市各図書館等 でご覧いただけます。加 えて堺
市議会 ホームページで もご覧 いただ くことがで きます。
広報 さかいには、定例会 ごとに 「議会 の うごき」 として、定例会において議論 した事項等を
掲載す るなど、議会情報 の発信、充実に努めていますが、 ご要望の内容については、紙面 に限
りがあることか ら、現在の ところ行 う予定はあ りません。
ご理解 のほ どよろ しくお願 いいた します。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

ICTイ

ノベーシ ョン推進室

行政にかかる諸問題 について

第 5項 (ICTイ ノベーシ ョン推進室)(総 務局行政部総務サー ビス課)
マイナ ンバーカー ドの普及促進 のため、令和 8年 5月 に、堺東駅前 の堺 タカ シマヤに 「堺市
マイナ ンバーカー ド普及促進 セ ンター」を設置 し、平 日だけでな く土日
程日も、木曜 日は午後 7
エ
時 30分 まで、マイナ ンバ カー ドの 申請受付を実施 しています。また、マイナ ンバー カー ド
の 申請機会 の拡大を図るため、商業施設や地域など市民に身近な場所 に職員 がお伺 い し、マイ
ェl性 や
ナ ンバーカー ドの出張申請受付 を実施 しています。引き続 き、マイナ ンバー カー ドの安ハ
利便性 の周知を図 りなが ら、市民のマイナ ンバーカー ドの取得促進 に取 り組み ます。
職員 のマイナ ンバーカー ド取得については、市民に率先 して取得す るよう、全庁を挙げて、
積極的 に取 り組んでいます。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

総務局

行政 にかかる諸問題 について

第 6項 (人 事部人事課)
本市では、 これまでも、少数精鋭の組織 で効率的な行政運営を行 つてい くため、適正な要員
管理の取組を進 めてきました。
今後についても、単に職員の数 を削減するのではなく、事務事業や組織体制の見直 し、IC
T等 による業務 の効率化、働 き方改革などを推進 し、効率的な事務執行体制の構築に努 めてい
きます。
第 7項 (人 事部労務課)
地域手当は、公務員給与 に地域 の民間賃金水準をより的確に反映 させ る目的で、公務員 の給
与水準を、民間賃金 の地域間格差 の事情等 に応 じて調整す るために支給 され る手当です。地域
手 当の支給割合 については、厚生労働省 の賃金構造基本統計調査 のデー タを用いて、地域 ごと
に算出 された民間賃金指数に応 じて定め られ る地域手当の指定基準 によ り堺市 は 10%と され
てい るため、 これに基づ き支給 しています。
また、地方公務員 の給与は、地方公務員法第 24条 第 2項 にお いて、「生計費並びに国及 び
他 の地方公共団体 の職員並びに民間事業 の従事者 の給与その他 の事情を考慮 して定められなけ
ればな らない」 と規定 されてお り、毎年度、民間企業の従業員 の給与水準 との均衡 を考慮 して
行われ る人事委員会勧告を踏まえ、決定 しています。
今後 も、地方公務員法の趣 旨に則 り、適正な給与水準 の維持 に努めてまい ります。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

財政局

行政にかかる諸問題 について

第 8項 (財 政都財政課 )(市 長公室政策企画部)(市 政集 中改革室)(建 築都市局都市再 生部・
都市整備部)(産 業振興局商工労働部イ ノベー シ ョン投資促進室)
令和 3年 度 当初予算では、「将来 の税源涵養 に繁 がる投資 の呼び込み」 に係 る施策を重点取
組 の一つ として位置付 けま した。 また 「堺市財政危機脱却 プラン」 (案 )に お い ても位置付 け
ています。
都市 の活力や魅力 の創 出に向けて、公共空 間の機能更新、民間開発 の促進 による都市機能 の
更新や交流拠′
点の形成 などに取 り組みます。
また、 グ リー ンイ ノベ ー シ ョン投資促進補助金等 の企業投資促進事業を実施す ることで、堺
市内へ企業投資を誘導 します。
これ らの取組によ り、地域経済を滑 l生 化及び人 口誘導 を行 い、将来 の税源涵養 に繁げま坑
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

危機管理室

行政にかかる諸問題 について

第 9項 (危 機管理室危機管理課 )
本市では、平時か ら発生が懸念 され る災害の種類 ごとに、その災害が発生 した時に想定 され
る被害や影響範囲、災害発生時に とるべ き行動や避難場所な どの情報 を掲載 した区別防災マ ン
プを作成 し、市民の皆様が適切な避難行動 が とれるように啓発 を行 つています。
堺市 に災害発生 の危険性 が高まつてい る場合や市民の皆様 に避難を呼びかける必要が生 じた
レアラー トによるテ レビや ラジオでの発信 の ほか、防災行政無線 、ホー ムペ ー
場合 には、エア
ジ、緊急速報 メール 、おお さか防災情報メール 、ヤ フー防災速報 アプ リ、 ツイ ンタ な ど多様
な手段を用いた発信 を行 つています。
また、市民の皆様 が有事 に避難 いただける 「避難所」 として風水害時には 108箇 所、地震

時には 161箇 所 の指定を行 つています。
各避難所 には、避難生活に最低限必要な毛布、仮設 トイ レ、発電機、投光器 な どのほか、人
命救助 に使用す る ことを想定 して、 のこぎ りやバール な どの救助資器材 な どを備 蓄 してい ま
す。 また、新型 コロナ ウイルス感染症を含 めた感染防止 を 目的 として、仕切 り材 (パ ーテーシ
ョン)や 段 ボールベ ン ド、マス クやアル コール消毒液 の他、非接触型体温計、ベーパー タオル
や使 い捨て手袋な どの衛生用物品等 を配備 しています。
このほか本市では、高齢者や障害者等 の避難行動要支援者 、妊産婦、乳幼児 を連れた方、子
どもをは じめ外国人など配慮 を要す る方 々などにおいて、災害時 には平時の課題 が一層顕著 に
なる ことを踏 まえ、市民の皆 さまの暮 らしの確 かな安全 。安 心を確保す るため、「公 助」 の取
組 を着実に進 めるとともに、市民 の皆 さまの 「自助」「共助」 の理解や取組 を推進 してまい り
ます。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

市民人権局

行政 にかかる諸問題 について

第 10項 (市 民生活都市民人権総務課)(各 区役所企画総務課)(南 区役所 区政企画室)
区政策会議 は、区民等 の意見を反映 しつつ 、区 ごとの実情及 び特性 に応 じた政策形成 を進
め、 もつて特色ある区行政 の実現を図るため、区民参画 と区長 の政策 立案 を支える仕組み とし
て、区 ごとに開催す ることとしています。
テ

マ の設定や委員 の構成、人数な どを含 め、区が主体的に実情 に応 じた会議を運用 できる

よ うに しています。
各区で開催す る区政策会議 の概要や内容な どについては、市 のホームペ ージで掲載 している
ほか、市政情報センターや区の市政情報 コーナーにおいて会議録を配架 しています。
今後 も、区政策会議 について、市民 に分 か りやす い説明を心がけ、理解 を深めていただける
よ う努 めます。
第 11項 (1)(2)(人 権部人権企画調整課)
本市 では、「平和 と人権 を尊重す るまちづ くり条例」 に基づ き、市政全般 を平和 と人権 を尊
重す る視点を持 つて実施 しています。
また、今年 3月 に策定 した、本市 の者[市 経営 の基本 となる 「堺市基本計画 2025」 におい
ても、計画を進 める うえでの基本的な視点 に、平和 と人権 の尊重を明記 しています。
今後 も、平和 と人権 を尊重す る社会 の実現に向けて取 り組みます。
第 12項 (市 民生活部消費生活センター・ 市民協働課)
市役所等を編 つた医療費 の還付金や、新型 コロナ ウイルス感染症 に便乗す るものなど、特殊
詐欺 の手 日は多様化 してお り、被害 も増加 しています。
本市 としても、特殊詐歎 の未然防止は重要な取組 と考 えてお り、広報紙や ポス ター掲示な ど
を通 じて詐欺 の手 口や被害 の防上方法等を積極的にお知 らせ しています。
また、架電 による 「特殊詐欺被害防止電話パ トロール」も実施 してお り、 さまざまな機会を
通 じて周知・啓発 の強化に取 り組 んでぃ ます。
審
今後 も、犯罪 のない安心 して暮 らせ る地域社会 の実現 をめざし、警察や地域、事業者等 と連
携・ 協働 しなが ら、被害の未然防止に向け取 り組みます。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

健康福祉局

行政 にかか る諸 問題 につい て

第 18項 (健康部保健所感染症対策課)
本市では、堺市医師会な ど関係団体 と協力 して新型 コロナ ウイルスワクチンの接種 を進めて
お り、すでに接種対象者 の約 8割 の方が 2回 の接種 を完了 した ところです。
12月 1日 か らは、1回 目・ 2回 目の接種 に力日え、2回 目の接種 か ら原則 8か 月以上経過 し
た 18歳 以上の方を対象 に、追加接種 (3回 目接種)を 実施 します。
引き続 き、関係団体 の協力を得 て必要な接種体制 を確保 し、接種 を希望す る市民 の皆様 が安
心 して速や かに接種 を受けられ るよ う取 り組 んでまい ります。
第 14項 (健 康部健康医療推進課)
様 々な病気 を予防 し、健康 を守 つてい くためには、 日頃か ら血圧 。体重を始 め とした 自分 の
健康状態を知 ることや運動 の習1尊 ヒなどの生活習慣 の改善 に取 り組 んでい くことが必要です。
本市 では、保健 セ ンター において、生活習慣病等 に関す る相談に対応す るほか、 ウォーキン
グや体操、食事等 をテーマ とした講座 を開催す るな ど様 々な取組を実施 しています。
今後 も、新型 コロナ ウイルス感染症 の感染拡大防止 に配慮 しなが ら、市民の健康 を守る対策
を進めてまい ります。

第 15項 (健康部保健所感染症対策課)
市民の生命 と健康を守るため、引き続き医療・検査体制の充実や陽性者・濃厚接触者の健康
管理 の迅速化などに取 り組む とともに、国や専門家会議等の動向を注視 し、情報の収集に努め
てまい ります。
第 16項 (障 害福祉都障害施策推進課)
本市においては、平成 27年 3月 に 「第 4次 堺市障害者長期計画」 を策定 し、市 の障害者施
サ
策における基本的な方針 を示す とともに、本市 の地域特 l生 や障害者 のニーズ を反映 した 目標 を
定めています。
また、令和 3年 3月 策定の 「第 6期 堺市障害福祉計画 ・第 2期 堺市障害児福祉計画」 では、
児童 か ら成人までの ライ フステー ジに応 じた途切れ の ない支援 を一層推進す るため、障害福祉
サー ビスや障害児通所支援等 の提供に係 る見込量、体制確保 のための方策等 を一体的 に定めて
います。 これ らの計画 の もと、多様化す るニーズ に対応できるようサー ビス基盤 の充実や包括
的な相談支援 を推進 します。併せ て、就労促進、障害児 の健や かな育成や発達支援 な どの施策
を進 めることによつて、地域 共生社会 の実現 をめざします。施策の推進 に当た りま しては、市
民の皆様 を始め関係団体や事業者 の皆様、関係機関 と連携 を図 りなが ら取 り組 んでい ま坑
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

臨

棚

行政 にかかる諸問題 について

第 17項 (長 寿社会部長寿支援課)
地域包括支援センター は、市内 21か 所 の 日常生活圏域に設置 しています。
日常生活圏域は、地理的条件や人 口、交通事情その他 の社会的条件、施設整備 の状況等 を総
合的 に勘案 し定めることとされてお り、本市においては、各区を基本 とし、人 口規模及 び公共
交通機関の状況等 も考慮 して、おおかね 2中 学校区を組み合わせた 21圏 域を 日常生活圏域 と
して設定 しています。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

子 ども青少年局

行政にかかる諸問題 について

第 18項 (子 ども青少年育成部子 ども企画課 )
令和 2年 度 か ら令和 6年 度までを計画期間 とす る 「堺市子 ども 。子育 て総合 プラン (第 2期
堺市子 ども 。子育 て支援事業計画)」 は、「全て の子 どもの人権 が尊重 され るまちの実現」 と
「地域社会全体で子 どもの健やかな育 ちを支 え、保護者 とともに成長 を実感 できるまちの実
現」 を基本理念 として策定 しま した。 この計画 に基づ き、妊娠 。出産 か ら乳幼児期、学齢期、
青少年期 に至る切れめのない子育て支援施策 の推進 に取 り組 んでいます。
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番

号

件

名

陳情第 71号

所管局

文化観光局

行政にかかる諸問題 について

第 19項 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(観 光都観光企画課 )
本市では、
市計画』等 の方針や、 これまで
『 堺市基本計画 2025』 、
『 堺市 SDGs未 来者【
べ
の社会情勢 の変化等を踏 まえ、今後展開す き観光 の方向性 を示す『 堺観光戦円
各』 を令和 3年
5月 に策定 しま した。
本戦略では、国内外か ら多 くの来訪 が期待 され る 2025年 の大阪 。関西万博 な どの好機 を
逃す ことなく、 3つ の戦略に基づ く取組 を一体的 に推進す ることで、持続可能な観光 の実現を
めざしています。
また、本戦略 では大仙公園エ リア及び環濠エ リアを取組 の重点エ リア としてい ます。大仙公
園エ リアではヘ リウムガス気球 の運行 をは じめ とした百舌鳥古墳群 の価値や魅力 の発信強化
や、環濠エ リアではデジタル コンテンツの活用等、様 々な取組 を進めています。
加 えて、入国や遠距離移動 が制限・抑制 され るコロナ禍 にあっても、アル フォ ンス・ ミュシ
ャ館 の展示作品のオンライ ン解説や堺市博物館所蔵作品のデジタル公開に加 え、中近世 のアセ
アン諸国 との国際交易な どの歴史文化 を中心 とした堺 の魅力 をYouTubeで
発信す るな
ど、 ワクチン接種進行 に伴 う国内外 の需要回復を見据 えた情報発信 も行 つています。
これ ら観光振興を通 じて国内外 の交流人 口を拡大す ることは、宿泊、飲食、交通な ど、幅広
い産業に好影響をもた らす ものであ り、引き続き効果的な観光施策 を進めます。
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陳情第 71号

所管局

環境局

行政 にかかる諸問題 について

市推進部環境エネルギー課)
第 20項 (環 境者卜
本市では、安全 。安心な市民生活や安定的な企業活動 の確保、エネルギー効率 の高い まちづ
くりに向けて、再生可能エネルギー を中心 とす る地域エネル ギー 自給率 の向上をめざした 「堺
市地域 エネルギー施策方針」を平成 25年 11月 に策定 してい ます。本施策方針は新たに SD

Gsの 考 えを取 り入れ、平成 80年 12月 に改定 しています。
本施策方針 に基づ き、基礎 自治体 として実施可能で、地球温暖化対策 に資す る、供給側 のみ
な らず需要側 の視点 に立 ったエネルギー施策を推進 しています。
また、令和 3年 3月 に策定 した堺環境戦略 を踏 まえ、脱炭素化を推進 します。
第 21項 (環 境保全部環境共生課)(建 設局公園緑地部公園緑地整備課)
本市 では、生物 多様性 に配慮す べ き基本指針 を示 した生物多様性・ 堺戦略 を策定 して い ま
す。今後 も、多種多様な生物 が生息す る南部の丘陵地 を含 む本市 の豊かな 自然環境 を将来世代
に継承す るため、同戦略 に基づ き、多様な主体 との協働 の もと、生物多様ll生 の保全 を推進 しま
す。
特に南部の丘陵地 における多様 な景観 と豊かな環境が育まれて い る樹林地やため池について
は、都市緑地法や堺市緑 の保全 と創 出に関する条例 に基づ く緑地保全制度な どを活用 し、保全
を進めます。
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件

名

陳情第 71号

所管局

建築者Ь
市局

行政 にかか る諸 問題 につい て

第 22項 (都 市計画部都市計画課 。者[市 整備部都市整備担 当・住宅部住 宅まちづ くり課・都市
再生部ベ イエ リア推進担当・交通部東西交通担 当)(建 設局土木都土木監理課 。道路部道路計
画課 ・サイクルシティ推進部 自転車企画推進課・公園緑地都公園緑地整備課)
「堺市者卜
市計画 マス ター プラン」は、「堺 グラン ドデザイ ン 2040」 に示 した本市 のめ ざ
すべ き将来像 を踏 まえ、集約型都市構造 の形成 などによる持続可能な都市 の実現を図るため、
点・各
本年 7月 に改定 した ところです。今後は、 この都市計画マスタープランに基づ き、各拠′
分野 において取組 の具体化を進めます。

(1)都 市整備

市計画 (2021〜 2023)、 堺市都市計画
堺市基本計画 2025、 堺市 SDGs未 来者卜
マス ター プラン、堺 グラン ドデザイ ン 2040な どの上位計画 に基づいて、者卜
煮等 の市街
市拠′
地整備 に取 り組みます。
(2)住 宅まちづ くり
人 口減少 が進む 中、社会イ ンフラの老朽化 と相まって、都市 の衰退 が懸念 されてい ることか
ら、住宅 ス トックの質 の向上・長寿命化 に取組み、歩 いて暮 らせ る住環境 の形成など、集約型
都市構造 の実現に向けて、持続可能な住宅・住環境形成 を推進 してい きます。

(3)土 木監理
道路舗装、道路構造物などの土木施設については、定期的 に点検 を実施 し、点検結果 に基づ
き計画的に補修 を行 うな ど、引続 き適切に維持管理を進 めていきます。

(4)道 路
道路ネ ッ トワー クの整備については、者卜
市 の円滑な移動を確保す る交通機能や都市防災機能
の強化な どに資す る都市計画道路事業を引き続き推進 してい きます。

(5)自 転車

(シ ェアサイクル)

連携協定を結 び、令和 2年 3月 か ら堺 区・北区を中心にシ
株式会社 Orenstreetと
ェアサイ クルの実証実験を開始 しま した。現在、南区な ど段 階的にポー トの新設 。増設及びエ
リアの拡充を しています。引き続 き、ポ卓 卜の新設・増設、また新たなエ リアヘの拡充を行 つ
ていきます。
(6)ベ イエ リア
市魅力を高 めてい くことが重要 と考えて
将来 に向けて、本市 の有す る都市資源 を活か し、者【
い ます。者脱いの鉄道駅 か ら徒歩圏に位置 し、親水護岸 が整備 された美 しい海辺 を有する堺 旧港
など、ベ イエ リアの持つポテ ンシャル 、海辺 の魅力 を活か し、居 心地 の良い交流空間を、民間
活力 を活用 しなが ら形成す ることで、 よ り多 くの市民、来訪者 の訪れ る魅力あるエ リアに して
い くことをめざしています。
また、大阪府、大阪市、大阪湾沿岸市町 と連携 の もと、大阪ベイエ リアの魅力や将来像 を示
しなが ら、民間活力を活用 してベイエ リアの滑性化 を図 ります。
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号

件

名

陳情第 71号

所管局

建 築都市局

行政 にかかる諸問題 について

(7)東 西交通

東西交通については、都市 の持続的な発展 のため、 SMIプ ロジェク トや都心エ リア活性化
の取組により、定住人 口や交流人 口等 の増加 を図 り、者[市 のにぎわいや地域経済の活サ
陛化に繋
がるよ う取 り組みます。

(8)公 園
都市計画公 園 については、地域 の特性や公 園 ごとの役割 に配慮 しなが ら、重点的に整備す る
公園緑地を定め、計画的に事業を推進 しています。
第 23項 (都 市再生都ベイエ リア推進担当)
将来 に向けて、本市 の有す る者[市 資源 を活か し、都市魅力 を高めてい くことが重要 と考えて
います。者臣いの鉄道駅 か ら徒歩圏に位置 し、親水護岸 が整備 された美 しい海辺 を有す る堺 旧港
など、ベ イエ リアの持 つ ポテンシャル 、海辺 の魅力を活 か し、居心地の良い交流空間を、民間
活力を活用 しなが ら形成す ることで、 より多 くの市民、来訪者 の訪れ る魅力 あるエ リアに して
い くことをめざしています。
また、大阪府、大阪市、大阪湾沿岸市町 と連携 の もと、大阪ベイエ リアの魅力や将来像 を示
しなが ら、民間活力を活用 してベイエ リアの滑 l生化 を図 ります。
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陳情第 71号

所管局

建設局

行政にかかる諸問題について

第 24項 (公 園緑地部公園緑地整備課)
公 園 には、人 と自然 が共生す る環境保 全 の役割、市民の多様な余暇活動や健康増進活動 を支
える レク リエー シ ョンの役割、災害時の避難地等 として安全 。安心なまちづ くりを支える防災
の役割な どがあ ります。公 園の整備 については、 このよ うな役割 を念頭におき、市民が健康で
安全 に、 より多 くの方が楽 しめる公 園 となるよ う整備 を進めています。
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陳情第 71号

所管局

上下水道局

行政 にかかる諸問題 について

第 25項 (経 営企画室)
現在、上下水道事業を取 り巻 く環境は、施設 の老朽化 が進む中、人 口減少 な どによる水需要
の低下 に伴 う料金収入 の減少 が見込 まれ るな ど、一層厳 しさを増 してお り、本市 としても将来
い
にわた り上下水道サー ビス を安定的に提供 し続 けるために、様 々な経営改革 に取 り組 んで る
ところです。
現在、令和 5年度 を開始年度 とす る 「(仮 称)堺 市上下水道 ビジ ョン」 を策定中です。
ビジ ョンの策定にあたつては、「(仮 称)堺 市上下水道 ビジ ョン策定検討懇話会」 を開催 し、
と
中長期 の投資財政見通 しを策定 した上で、有識者 か らの意見も参考にヽ適正な投資水準 財源
の確保及 び経営基盤 の強化 に向け、検討を進 めています。
の
経営基盤 の強化策 として、広域化・公民連携 による新たな運営形態 の検討や 、ICT技 術
呆な どに取 り組み ます。
活用に よる生産 l生 向上、未利用地の有効活用 による収入確イ
・
公民連携 については、 これまでも民間企業 が高い効率性 を発揮 できる検針 料金徴収業務な
どについて業務委託 を行い、安定 した事業運営に努 めてきま した。
こと
ハ
引き続 き、全 ての業務 を抜本的に見直 し、民間企業 の ノウ ウや技術 力等 を活用す る
で、利用者 サー ビスの向上や業務 の効率化 につ ながるものについては、更なる連携 を推進 して
い きます。
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名

陳情第 71号

所管局

教育委員会事務局

行政 にかかる諸問題 について

第 26項 (総 務部教育政策課)
教育委員会 では、すべ ての子 どもたちが多様性を認 め(ゆ めや 目標、挑戦心や粘 り強 さをも
つて、感性 を豊かに働かせなが ら未来を切 り拓 くこ とができる力を、ICTを 積極的 に活用 し
ながら誰一人取 り残す ことな く育むために、様 々な取組 を行 つています。
今後 も、「堺市教育大綱」及 び 「第 3期 未来 をつ くる堺教育 プラン」 に基づ き教育施策を推
進 します。
第 27項 (学 校管理都中学校給食準備 室)
教育委員会 では、現在、令和 8年 10月 に策定 した 「堺市中学校給食改革実施計画」に基づ
き、全員喫食制 の 中学校給食 を令和 7年 度 に開始す ることをめざし、取 り組 んでいます。

第 28項 (中 央図書館総務課)
令和 2年 7月 に 「中央図書館基本指針〜図書館サー ビス機能の向上のために〜」を策定 しま
した。今後、基本指針 に沿つたサー ビスの拡充、重点項 目への対応や、新たな機能を持つ施設
等の整備など、具体的な施策に取 り組みます。
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号

件

名

陳情第 72号

所管局

選挙管理委員会事務局

障害者施策等の充実 について

第 1項 (選 挙管理委員会事務局)
代理投票 の制度は、本人投票 の原則及び秘密投票 の原則 の例外 として の性質をもつ もので、
その手続 きは法令 の定めるところによ り、厳正に実施 しなければならない ものです。
代理投票 の方法 としては、投票所 の事務従事者 の うちか ら定め られた補助者 2人 が、選挙人
本人 の意思を確実 に確認 した うえで、その うち一人 が選挙人 の指示す る候補者 の氏名等 を記載
し、他 の 1名 がこれに立ち会 うよ う定め られています。そのため同伴者 の代筆 による代理投票
は認 められてお りませんので、 ご理角早いただきます ようお願 い します。
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名

陳情第 72号

所管局

危機管理室

障害者施策等 の充実について

第 2項 (危 機管理室防災課)(健 康福祉局生活福祉部地域共生推進課)
福祉避難所 の運営については、令和 2年 3月 、開設基準や開設 の流れ、人員配置、受入 スペ
ースの確保、避難者 へ の食事等の提供 。管理、費用負担 な ど、福祉避難所 を運営す る上での考
え方を具体的にまとめた 「堺市福祉避難所運営マニュアル」 を策定 しま した。
マニュアル作成後は、福祉避難所 に指定 している市内の社会福祉施設等 に対 して内容説明を
行 い、同マニュアルに基 づいた新たな協定を締結 の うえ、福祉避難所 としての再指定を行 いま
した。
また、発災時 にできる限 り多 くの福祉避難所 を確保できるよう、現在協力いただいてい ない
施設等へ の普及啓発や新 たに認可を受ける際に事業者等へ の案内や説明 を行 うことで、新 たに
指定する福祉避難所 の増加 を図 る等、体制整備 を進 めています。
個別避難計画 については、令和 3年 5月 の災害対策基本法 の改正によ り、作成 が市町村 の努
力義務 とされたことを踏 まえ、本市 として も、福祉専門職や関係団体等 との連携 の もと、避難
行動要支援者 の状況等 による優先度 も踏まえ、着実 に計画を作成 したい と考えています。
また、避難所 での要配慮者 の対応 については、区災害対策本部 を中心 として健康福祉対策部
等 と連携 して実施 します が、状況 に応 じて避難所運営委員会 のメンバー等 の協力 も得なが ら対
応す ることが想定 され る ことか ら、関係者が参加す る堺市福祉避難所運営マニユアルに基づ く
訓練を実施 し、マニュアルの検証 を行 い、要配慮者 が安心 して避難 できる体制 を整 えてい きま
す。
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号

件

名

第 3項

陳情第 72号

所管局

健康福祉局

障害者施策等 の充実 について

(1)(健康部保健所感染症対策課

)

本市 では、令和 3年 3月 か ら9月 までの間、国の基本的対処方針 に基づ き、障害福祉サー ビ
ス事業所等を含む高齢者施設等 に対 し、無症状 の従事者 に係 る集 中検査 を実施 してまい りま し
た。 当該検査 の実績 は、延 べ 48, 504件 の検査数 に対 し、陽性者 は 8件 で 、陽性率 は約
0.016%で した。他方、新型 コロナ ウイアレスワクチ ンについては、市内の高齢者 。障害者
施設 の利用者 。従業者 の うち、希望者へ のワクチン接種 がほぼ完了 してお り、大阪府 の調査 に
よると、第 5波 における府内感染状況では、「重症化率・死亡率 の低減」「施設関連 クラス ター
の減少」等が顕著 とな りま した。
また、国の基本的対処方金十の変更 により、当該検査については一律 に継続 を求めないことと
されま した。 こ うした状況 を踏 まえ、検査前確率が低 い無症状者 へ の一律・定期的な検査は、
一定 の役 目を終 えたもの として、本市において も当該検査を終了す ることとな りま したので、
御理解賜 ります ようお願 い 申 し上げま坑
。
第 3項 (2)(健 康部保健所感染症対策課・ 障害福祉都障害支援課 障害福祉 サー ビス課)
新型 コロナ ウイルスワクチ ンの接種 につ きま しては、 これ まで の 1、 2回 目の接種 にお い
「
て 、身近 な場所で接種 していただけるよ う、 かか りつ け医な どの個別医療機 関での 個別接
種」 のほか、地域会場や医療機 関での 「集団接種」 の体制 を整備 し、接種 を進 めてまい りま し
た。
ベ
特 に地域会場につ きま しては、 どなたでもアクセ ス していただきやす いよ うエ レ ー ター を
備 えた施 設 を会場 としてい るほか、車 いす等 でも移動 できる動線 の確保や筆談 による対応 な
ど、来場 され る方へ の合理的配慮 に努めてお ります。また、接種会場や予約 方法などに関 して
は、新型 コロナフクチ ン接種 コールセンターでお問い合わせ を受け付けてお ります。
なお、接種会場 まで移動す る際 の外出時の支援や、接種会場 における必要な援助 について、
障害福祉 サー ビス として、居宅介護 、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援 の利用 が
可能 となつてお ります。また、生活介護事業所等 の通所系サー ビス事業所 内における接種につ

いて も、当該事業所 と接種実施医療機関 との間で調整 いただ くことで、事業所 内での接種の実
施が可能 となつてお ります。
さらに本市では、障害福祉サー ビス事業所への調査等 により把握 したワクチ ン接種が困難な
障害者 に対 し、訪問によるワクチ ン接種の支援を進 めてまい りました。
今後予定 されてい る追加接種 (3回 目の接種)の 実施 に当たつては、 これまでの 1、 2回 目
と同様に、接種を希望 される方への合理的配慮に努 めてまい ります。
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第 3項 (3)(健 康都保健所感染症対策課)
大阪府内にお いて、新型 コロナ ウイルス感染症 に係 る病床及び宿泊施設 の確保 並びに新型 コ
ロナ ウイルス感染症患者 の入院に係 る調整は、原則 として大阪府が一元的に行 つています。
障害 の ある方 の入院医療体制については、令和 2年 6月 19日 付 け厚生労働省新型 コロナ ウ
イルス感染症対策本部事務連絡 「今後 を見据 えた新型 コロナ ウイルス感染症 の医療提供体制整
備 について」 において、都道府県 に対 し、障害者等各 々の障害特性等 を踏 まえた受入医療機関
の整備や、 コ ミュニケー シ ョン支援 を夕
台め入 院中における障害特性 へ の配慮についての検討 が
求められてい るところです。
入院、入所調整に際 しては、患者 の方 の障害特性 に応 じ、適切 に対応できる病院又は宿泊療
養施設に入所等 できるよう、引き続 き大阪府に対 し要望 してまい ります。
第 4項

(1)(2)(障 害福祉都障害施策推進課 。障害支援課

)

障害福祉サー ビスの担い手である人材 の確保は、障害福祉 サー ビス を安定的に提供 してい く
ためにも重要であることか ら、本市では、福祉 。介護 の仕事 に関心 のある方 と大阪府内の社会
福祉施設等 との面談 の場を提供す る合 同求人説明会 として、「福祉 の就職総合 フェア」 を大阪
府や大阪府社会福祉協議会等 と共に開催す る等、人材確保 の支援 に努 めているところです。
また、新任 の相談支援専門員 に対 し 「相談支援 サポー ト事業」研修 を実施す るほか、障害福
祉サー ビス事業者に対 し、障害者虐待防止研修会を実施 しています。 さらには、サー ビス提供
責任者 を姑象 とした 「居宅介護事業者現任者研修」や グループホームの運営 を担 うサー ビス管
理責任者等 を対象 とした障害 の あ る方 を講師に意見交換等 を行 う 「グループホーム事業者研
修」を実施す る等、人材 の育成や定着 を 目的 とした取組 を行 っています。
また、市独 自の事業 として、医療的ケアが必要な重症心身障害者 を多数受け入れ る生活介護
事業所での看護職員 の加配並びに重度障害者 を受け入れ るグループホームを運営す る事業所で
の生活支援員 の増員及び看護職員 の配置に対 し補助を行 つてい ます。
そ のほか、政令市 20市 と東京都 で構成す る 21大 都市心身障害者 (児 )福 祉主管課長会議
を通 じ、質 の高い介護人材 を安定的に確保 し、利用者 に対 して必要 かつ十分な介護が行 えるよ
う、国 に対 して、適切 な人員配置基準 の見直 しやそれに見合 う報酬単価 の設定を引き続 き働 き
かけます。
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第 5項 (障 害福祉部障害福祉 サー ビス課)
障害福祉サー ビスの利用者負担 については、平成 24年 4月 か ら、所得に応 じて負担額 が決
まる応能負担 に変更 されてお り、低所得 の方 の場合 は、負担が生 じない ようになつています。
また、災害や 生計 の主たる者 の失業、死亡な ど、特段 の事情 がある場合は、負担 の減免 がで
きることになつています。
利用者負担 が生 じるためサー ビスを利用できないよ うな方がお られた場合、区役所や障害者
基幹相談支援センター等、相談窓 日もあ ります ので、 ご相談 ください。
収入認定の対応 については、基本合意 の内容 を含 め、国の動向等を注視 していきます。
第 6項 (障 害福祉部障害支援課 。障害福祉サー ビス課)
本市 では、居 宅介護 の指定事業者 のサー ビス提供責任者 を対象 とした 「居宅介護事業者現任
者研修」を実施 し、人材 の育成や定着 を目的 とした取組を行 つています。
また、政令市 20市 と東京都 で構成す る 21大 都市心身障害者 (児 )福 祉主管課長会議 を通
じ、質 の高 い介護人材 を安定的に確保 し、利用者 に対 して必要 かつ十分な介護 が行 えるよ う、
国に対 して、適切 な人員配置基準の見直 しやそれに見合 う報酬単価 の設定を引き続 き働 きかけ
ます。
第 7項 (1)(2)(3)(障 害福祉部障害施策推進課 。障害支援課)
国では、入所施設 か らの地域生活へ の移行 を掲げています。 このことを踏 まえ、本市 では、
障害者 の暮 らしの場 として、障害者 の高齢化 。重度化 が進んでも、住み慣れた地域で安心 して
暮 らせ るよう、生活基盤 となるグループホームの量的な拡大 と機能強化 を進 めています。
量的な拡大 としては、新 たなグル ープホーム を整備す る際に国庫補助金 に上乗せを して整備
費 の加 算 を行 つてい るほか 、初度設備 に対 して補助 を行 い、事業者負 担 の軽減 を図 つていま
す。
また、機能強化 としては、介護 の度合や医療的 ケアのニーズが高い重度障害者に対 して、手
厚 い支援体制 ができるよ う生活支援員 の増員及 び看護職員 の配置 に要す る経費 を補助 していま
す。
令和 3年 度 か らは、グループホームにお いて、 日常的に医療的ケアを必要 とす る重度障害者
へ の支援体制 の拡充を図るため、補助対象 に看護資格 を有す る生活支援員 の加配に要す る経費
を追加 し、 さらなる機能強化を行 つています。
今後 も引き続 き、グループホームの量的拡大 と機能強化に取 り組 んでい きます。
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(1)(2)(障害福祉都障害施策推進課 。障害支援課・ 障害福祉サー ビス課

)

本市では、市独 自の事業 として、単独型短期入所事業所 での職員 の増員 に対す る補助や強度
行動障害 の ある方な ど重度障害者 に対 し十分なケアが行 えるよ う、重度障害者 の受入れ に対
し、加算す ることで短期入所事業所 の量的な拡大 と機能強化に取 り組 んでいます。
また、介護者 の入院な どの理 由によ り、介護 を受けられな くなる障害者 (児 )が 短期入所 を
利用 できるよう緊急用ベ ン ドとして 2床 確保 しています。
第 8項 (3)(障 害福祉部障害施策推進課・障害支援課・ 障害福祉サー ビス課)
本市では、障害者 の重度化 。高齢化や 「親 亡き後」を見据 え、障害者・児 の地域生活支援 の
ための機能 として、 酢目談」、「体験 の機会・場」、「緊急時 の受 け入れ・対応」、「専門的人材 の
確保 。養成」及び 「地域 の体制づ くり」の 5つ の機能 を、地域 の実情 に応 じた創意 工夫 により
整備 し、障害者 の生活を地域全体 で支 えるサー ビス提供体制 を構築す る地域生活支援拠点 をグ
ループホーム等 に付加 した多機能拠点整備 ではな く、既存 の障害福祉サー ビスや事業を有効に
活用す ることにより、 5つ の機能 を複数 の機 関が分担 して担 う面的整備 として構 築 していま
す。
地域全体で支えるサー ビス提供体制 を構築す るためには、個 々の機能 だけではなく、必要 に
応 じて各機能を有機的に結び付 け、連携 してい くことが重要であると考えてお り、今後 も、障
害 の ある方が安心 して地域 生活 を送 ることができるよ う、地域全体 で支 えるサー ビス提供に取
り組 んでい きます。
第 9項 (長 寿社会部医療年金課)
本市 の重度障害者 医療費助成制度 は、大阪府福祉医療費助成制度 に基づ き実施 してお りま
す。
重度障害者医療費助成制度 の対象を中・軽度 の方まで拡大す ることについては、大阪府 か ら
の補助金対象外 であ り、本市 の限 りある財源 のなかで、本市独 自での制度化は困難な状況であ
ります。
このことか ら、以前か ら大阪府市長会 を通 じ大阪府に対 し、身体障害者手帳 8級 又は 4級 の
一部 の方、知的障害者中度 の方、精神障害者保健福祉手帳 2級 の方及び難病患者については、
障害年金 2級 又は特別児童扶養手当 2級 を受給 されてい る方までを対象 とす るよ う範囲の拡大
を要望 してお ります。
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(1)(障 害福祉部障害支援課

)

職員配置 につ きま しては、指定管理者に対 して適正な職員配置 を義務づ けて実施 してお り、
今後 も国基準を念頭 に置き、適正な職員配置 に努めていきます。
第 10項

(2)(障 害福祉部障害支援課

)

単独通園につ きま しては、令和元年度 か ら4・ 5歳 児 の 日数 を週 1日 か ら週 2日 に増や して
います。
リハ ビ ジにつ きま しては、利用 されてい るお子 さんの表情 の変化や動きを感 じ取 つていただ
くことや リハ ビ リ方法などを学び、家庭 での生活に活か していただ く観点か ら、親子通園時を
基本 としてお ります。
今後 も、児童発達支援センター における療育 の中で、 より良いサー ビスを効率的に提供でき
るよう、 リハ ビ リの実施時期や回数等 について、引き続 き指定管理者 と協議 していきます。
第 10項 (3)(障 害福祉部障害支援課)
令和元年度以降の指定管理料 において 、送迎バスの増車 に伴 うバ ス借 上料 と、添乗す る保育
士の人件費 の増額分 を見込んで積算 し、指定管理者にお いて、平成 31年 4月 か らジャンボ タ
クシー を 1台 増車 しま した。
また、送迎ルー トにつ きま して も、長時間乗車す る園児 ができる限 り少なくな るように、指
定管理者において毎年見直 しを行 っています。
今後 も、通園バスの運行につ きま しては、安全な運行 を確保 し、園児 と保護者 の皆 さんにで
きる限 り負担 がかか らない よう、引き続 き検討 していきます。
第 10項

(4)(障 害福祉都障害支援課
現在、児童発達支援 センターでは 15名 のセ ラ ピス トを配置 し、 リハ ビ リを実施 してお り、
)

卒退園後 につ きま しても、地域 の小学校や障害児通所支援事業所 と連携 しなが ら、一定期間、
リハ ビ ジを ご利用 いただいています。
今後 も、児童発達支援センター における療育 の 中で、 より良いサー ビス を効率的に提供 でき
るよ うに、 リハ ビ リの実施時期や回数等 について、引き続 き、指定管理者 と協議 していきま
す。
第 10項

(5)(障 害福祉部障害支援課)(教 育委員会事務局学校教育部支援教育課

)

就学相談は、地域 の小学校が窓 口とな り実施 しています。児童発達支援 センター に通所す る
子 どもの就学相談には、教育委員会事務局 も関わ り、全ての小学校が適切に相談を進 めること
ができるよ う努 めます。
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第 10項 (6)(障 害福祉部障害支援課)
堺市立南 こどもリハ ビ ジテーシ ヨンセンターの施設 の老朽化等に伴 う設備改修 につ きま して
は、必要性や緊急 性等を検討 し、計画的に改修 を進 めてい るところです。
令和 3年 度は、同セ ンターの中央監視設備 更新 工事及 び空調制御装置等更新 工事設計を予算
化 しています。
今後 も同セ ンターの設備改修 につ きま しては、必要性や緊急性等 を検討 しなが ら計画的に進
めてまい ります。
第 11項 (障 害福祉都障害施策推進課・障害支援課 )
計画相談支援及 び障害児相談支援 については、サー ビス等利用計画 を作成す る相談支援専門
員 の不足 と質 の向上が全 国的にも課題 となつています。
令和 8年 度障害福祉サー ビス等報酬改定では、 これ らの課題 を踏 まえ、基本報酬及び各種加
算の見直 しが行われま したが 、引き続 き、政令市 20市 と東京都 で構成す る 21大 都市心身障
害者 (児 )福 祉主管課長会議 を通 じ、国に対 して、質 の高い相談支援 の提供 ができるよ う、改
定後 の実態に即 した見直 しを働 きかけます。
本市 におきま しては、必要な人が計画相談支援等 を利用できるよ う、相談支援従事者初任者
研修 に係 る市町村推薦枠 の活用 を行 うなど、相談支援事業者及 び相談支援専門員 の拡大に取 り
組 んでいます。
また、新任 の相談支援専門員 に対す る研修 として 「相談支援 サポー ト事業」 を実地 し、人材
の育成 にも努 めていま坑
特 に、障害児相談支援 については、子育 て支援や教育等 の施策や機関 との連携、発達支援や
。
。
保護者支援 の視点 とそ の知識が必要 であることか ら、「あい さかい サポー ター養成研修」
の実施や、障害児等療育支援事業 (あ い 。す て― しよん)に おいて事業所支援 な どを実施 して
います。
各 区の基幹相談支援 セ ンター では、サー ビス等利用計画 は作成 してお りませ んが 、障害者
(児 )及 びその家族等 か らの相談 に応 じ、障害福祉 サー ビス等 の利用等 に関す る情報提供、申
請支援、利用調整等 の相談支援 を実施 してぃます。
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第 12項 (障 害福祉部障害支援課)
の
を図るため、
重度障害者福祉 タクシー利用助成制度は、重度障害者 (児 )の 社会参加 増進
利用料金 の一部 を助成する制度 です。
ついては困難 ですが、障
本市 の財源 に限 りがある中、現在 の ところ利用枚数 を増やす ことに
ー ビス事業 について国
害者 の社会参力日を促進す るため必要 な助成 であることか ら、外出支援サ
に財政措置 を講 じるよう、今後 も引き続 き要望 を行 つていきます。
第 13項 (障 害福祉部障害福祉サー ビス課)
ビスの支給決定 を行 う際 には、障
障害者総合支援法 において、支給量について障害福祉 サー
の
を勘案 し
の
害支援 区分又 は障害の種類 、介護 を行 う者 の状況、他 の介護給付費等 受給 状況等
い と規
て、支給決定を行 う必要があ り、1か 月を単位 としてサー ビス量を定 めなければな らな
の え方に基づ き、1
定 されています。市町村事業 である地域生活支援事業 について も、上記 考
か月を単位 として支給決定 を行 つています のでご理解 くだ さい。
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第 14項 (交 通部公共交通担当)(健康福祉局障害福祉部障害施策推進課)
おでかけ応援制度は、 日常的な外出機会 に乏 しい高齢者層 の社会参画 を促す ことに加 え、そ
のことによる公 共交通 の利用促進 を図ることを 目的 に、市内路線バ ス と阪堺電車に 1乗 車 10
0円 でご利用 できる制度 です。今後 とも制度 の趣 旨を踏 まえ利便性 の良い、おでかけ応援制度
の運用に努めます。
なお、身体障害者及び知的障害者 に対 しては、 」Rや 私鉄各社 にお いて、旅客運賃の割引制
度 を設 けてお ります。 バ ス につ きま して も、バ ス会社 によつて適用 が異な る場合があ ります
が、普通乗車券 が 5割 引、定期乗車券 が 3割 引 となるな どの割引制度 があ ります ので、現行 の
割引制度 の利用をお願 いいた します。 また、介護者 についても、障害者本人 の障害 の程度 によ
つて、割 引が受 け られ る場合があ ります ので 、詳 しくは、各交通機 関 にお問い合わせ くだ さ
ヤヽ
。
第 15項 (交 通都公共交通担当)
無人駅や時間帯無人駅については、利用者 が防犯上や 緊急 時の対応 に不安 を感 じてお られ、
また介助 が必要な場合等 に不便を感 じてお られ ることは理解 してお り、市は これまでも事業者
に対 し駅員 の常時配置を求 めてきま した。
また、ホームでの接触 。転落事故防止に最 も有効 と考 えられ る可動式 ホーム柵 については、
本市では補助制度 を設けるとともに、事業者 に早期設置 の要望を行 つて きま した。
引き続 き、西 日本旅客鉄道株式会社に可動式 ホーム柵 の設置 と駅員 の常駐 についての対応 を
求 めて い くとともに、緊急通報 ボタンの位置 な どの利用者 の意見 について も要望 していきま
す。
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名

第

陳情第 72号

所管局

教育委員会事務局

障害者施策等 の充実 について

16項 (1)(教 職員人事部教職員人事課 ・学校教育部学校指導課・支援教育課・学校管理

部学校施設課)
ヽ
↓
学校教育支援加配
本市では現在、小学校 にお いて 1・ 2年 生で 35人 以下 の学級編制 (「 ′
教員」 の配置によ り、小学校 3年 か ら6年 にお いて 38人 以下の学級編制を行 つています。ま
た、小 。中学校 において 「習熟度別指導等加配教員」 の配置により、きめ細かな指導を行 うた
めに、1ク ラスを分割す るなど少人数での学習を実施 しています。
少人数学級実現 のためには、教員数 の確保や、教室数 の確保な ど、様 々な課題があると認識
してお り、国による法改正 の内容をふまえ、本市 の状況 に則 して検討 し、対応 します。
また、本市では、国の法律 で定められた学級編制基準 に則 つて学級編制を行 つてお り、通常
の学級 を編制す る際、支援学級在籍児童は含 まないこ ととしています。学級編制基準の改善及
び教職員定数 の増員 については、国に対 し要望 しています。
第 10項

(2)(学 校教育部支援教育課

)

保護者等 の待機場所 については、支援 の必要な児童生徒 に対す る指導が継続的に行 えるよ
う、各校 の空き教室 の状況な どをふまえ、可能 な限 り必要な措置を行 ってい るところです。
また、通級指導教室 の設置は、国による担当教員 の基礎 定数化 が平成 29年 度 か ら 10年 間
かけて段 階的 に行われてい ます。本市 の中学校の通級指導教室は、昨年度 よ り 1教 室拡充 し、

6校 6教 室ですが、今後 も国に対 し増設置 を要望 します。
第 16項

(3)(学 校教育部支援教育課

)

国や他市 の動向を注視 しなが ら、今後 も在籍数及 び学級数等 に配慮 し、 よりよい教育環境 の
整備について、関係課 とも連携 し研究 します。
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番

号

件

名

陳情第 78号

所管局

総務局

行政 にかかる諸問題 について

第 1項 (人 事部人事課)
簡素で、最適 と考 える任用や勤務形態 の人員構成 を実現す ることにより、住民のニーズに応
える効果的・効率的な行政サー ビスを提供す ることが必要です。
そのために、市民の視点 に立 って、業務内容 に応 じた最適な任用形態 を合理的に組み合わせ
なが ら、適切な人員配置 を講 じ、費用対効果 の高い行政運営をめざしてまい ります。
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号

件

名

陳情第 73号

所管局

財政局

行政 にかかる諸問題 について

第 2項 (税 務部税制課)
特別な事情 により市税 の納付 が困難な場合は、その事情 に応 じて、税 の減免 を受けられ る場
合 があ ります。
個人 の市 。府民税 については、失業や事業不振、病気療養 などにより著 しく所得 が減少 した
ため全 額納付 が困難 な状況で一 定の要件 を満 た した場合 、減免 を受ける ことがで きます。ま
た、固定資産税 については、高齢者 な どで一定 の要件 を満たす人が所有 し居住す る家屋 とその
敷地や、不慮 の災害により被害を受けた固定資産 などが減免 の対象 になる場合があ ります。
なお、事業税は道府県税 であ り、本市か ら大阪府に要望すべ き内容 ではない と考えてお りま
す。
第 3項 (税 務都市税事務所市民税課)
令和 2年 度までは 申告期限内に住民税 申告書を提出 され非課税 となつた方へ 「非課税 のお知
らせ 」 を送付 していま したが、他市 の実施状況を考慮 し、現在 の厳 しい財政状況 を鑑みて廃止
したものです。
第 4項 (契 約部契約課)(上 下水道局サー ビス推進部事業サポー ト課)
建設 工事及 び工事に関連す る業務委託 の発注に当たつては、市 内中小企業 の受注機会 を確保
点か ら、競争 性の確保 を前提 として、入札参加条件 として市内事業者 に限定 した発注 を
す る観′
行 つています。
また、共同企業体方式 を活用 し、大型 工事や特殊 工事等 における市内事業者 の入札参加機会
の確保 を図 つています。
さらに、元請業者 に対 して、一部を下請 に発注又は、原材料 。物品を購入す る場合 には(可
能な限 り市内事業者へ発注す るように文書で依頼 を行 つています。
加 えて、建設 工事 では、総合評価落札方式 の評価項 目として市内事業者 へ の加 点や、「市内
下請 の活用」又は 「資材 の市内調達」 を行 う事業者 へ の加点を行 うことによ り、市内中小企業
の保護 。育成 に努 めています。
今後 も競争 性、公平性及び適正履行 の確保 に留意 しつつ、市内中小企業 の受注機会 の確保 に
努 めま坑
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陳情第 73号

所管局

健康福祉局

行政 にかか る諸 問題 につ いて

。国民健康保険課 。医療年金課)
国民健康保険料 の減免については、大阪府国民健康保険運営方針 において府内統一基準が定
められたことを受けて、本市で も平成 30年 度から府内統一基準に合わせて実施 しています。
保険料算定基礎 としての コロナ関連給付金 の取 り扱 い については、税法上の取 り扱 い に準 じ

第 5項

(1)①

(長 寿社会部介護保険課

ます。
介護保険料については、新型 コロナ ウイルス感染症 の影響 によ り、世帯の主たる生計維持者
の事業収入 。給与収入等 が一定以上減少す るなど要件に該 当す る場合 、第一号被保険者 の介護
保険料 の一部または全額 の減免 を行 つています。保険料算定基礎 としての コロナ 関連給付金 の
取 り扱 いについては、税法上の取 り扱 いに準 じます。
後期高齢者医療保険料 の減免 については、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に
関す る条例及び同施行規則 に規定 されてお り、府内統一基準で実施 しています。保険料算定基
礎 としての コロナ関連給付金 の取扱 いについては、税法上 の取扱 い に準 じます。
第 5項 (1)② (健 康部保健所保健医療課 )
地域保健法の考 え方に基づ き、保健所は、地域保健 における広域的、専門的技術的拠点 とし
て、感染症や医事、薬事な ど主に全市域 を射象 とした地域 生活 を支 えるための取組 を行 い、各
保健 セ ンター は、住民に身近で利用頻度 の高いサー ビス を提供す る拠点 として、健康相談や保
健指導など主に直接的な市民サー ビス を行 うこととされています。
本市では、保健所 と各区に設 置 している保健 センターの連携体制 により、効果的 に市民の健
康 の保持増進 を図 つています。新型 コロナ ウイルス感染拡大 において も必要な対応 がで きるよ
う引き続 き体制の確保に努 めていきます。
呆健所感染症対策課)
第 5項 (1)③ (健康部イ
コ
ロ
ナ ウイルス感染症 の拡大防止のためには、検査 。医療両体制 の充実が非常に重要で
新型
あると認識 しています。
検査体制については、従来 の衛生研究所 における検査 の他、民間検査機関を活用す ることに
よ り、 2,

300/日

を超 える検体 についても効率的 に検査 できる体制を確保 しています。 引
き続 き必要な方に迅速に検査 を受けていただ くためには、検査体制 の さらなる充実が欠かせな
い と考 えてお り、衛 生研究所 を始め、医療関係機関や民間検 査機関等 と連携 し、体制 の充実に
向けて、継続的に取 り組 んでまい ります。
医療体制 については、病床及 び宿 泊施設 の確保は、大阪府 が一元的に行 ってい ます。本市 と
しま しては、医師会等 の関係機 関 と連携 し、地域 の実情 に応 じた柔軟 な対応が可能 となるよ
う、引き続 き大阪府 と協力 して武穏 してまい ります。
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健康福祉局

行政にかかる諸問題 について

第 5項 (1)④ (生 活福祉部地域共生推進課 。健康部保健所感染症対策課)
令和 3年 12月 1日 よリコロナ禍 における経済面な ど様 々なお困 りごとにワンス トップで対
応す る総合相談窓 口である 「新型 コロナ 。生活相談 コンシェルジュ」 を開設 します。
同窓 口では、経済面な ど様 々な相談を必要 とす る方を対象 として、生活困窮者支援や 生活保
護 、就労支援、子育 て支援、就学支援 な どに関す る相談を聞き、お困 りごとを抱 えてい る市民
を取 り残 さぬよ う、適切な支援 につ ないでい きます。
大阪府では、新型 コロナ ウイルス感染症に関す る相談窓 口を設置 されてお り、相談内容に応
じて、後遺症 についての相談や診療 に協力 してい る医療機関を案内す る等 の対応 をされてい ま
す。 また、本市 では、新型 コロナ受診相談セ ンター において後遺症 に関す る相談を受 け付けて
お り、相談件数 は大阪府 と共有 しています。 引き続 き、大阪府や医療機関 と連携 し、新型 コロ
ナ ウイルス感染症に関す る相談体制 の充実 を図 ります。

(1)① (長 寿社会都国民健康保険課
道府県が財政運営 の責任 主体 として国保運営 の 中心的な役割を担 うこと
平成 30年 度 か ら者卜

第 6項

)

で財政運営 の安定化を図 り、制度 の持続 陛を高 めることを目的 とした国保制度改革が実施 され
ま した。 これに伴 い、大阪府 は、法に基づ く大阪府国民健康保険運営方針 を策定 し、平成 80
年度 か らの保険料率 の統一 な どを定めま した。
本市は、令和 2年 10月 、大阪府国民健康保険運営方針策定 に際す る大 1坂 府か らの意見聴取
に封 して、国による更なる公費投入 の拡大 と大阪府による被保険者 の急激 な負担増加 の抑制策
や特段 の財政支援措置等を求 めるとともに、新型 コロナ ウイルス感染症 による被保険者 へ の影
響 が生 じている状況 に鑑み、保 [父 料率 の府 内完全統一時期の延期 も含 めた対応 を検討す ること
を強 く求 める趣 旨の意見 を提出 しま した。
なお、本年 1月 の堺市国民健康保険運営協議会 の答 申に付 された 「医療保険制度 の一本化な
ど、国民皆保険制度 の安定的な運営 のための抜本的な改革 を国の責任 において実現するよう、
国 に対 して求めること」、「市町村標準保険料率 の よ リー層 の抑制 に向けた方策及び財政措置等
を実施す ることや、新型 コロナ ウイルス感染症 の影響 について速やかに対応す ることを大阪府
に対 して求めること」 との意見 の趣 旨を踏 まえ、引き続 き必要に応 じて国や 大阪府に提案や意
見具 申す るな ど、国民健康保険制度 の持続可能な運用 に取 り組 んでい きます。
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第 6項 (1)② (長 寿社会都国民健康保険課)
平成 30年 度 か ら都道府県が財政運営 の責任 主体 として国保運営 の中心的な役割 を担 うこと
で財 政運営 の安定化 を図 り、制度 の持続 陛を高 めることを目的 とした国保制度改革 が実施 され

ま した。 これに伴 い、大阪府 は、法 に基づ く大阪府国民健康保険運営方針 を策定 し、平成 80
年度 か らの保険料率 の統一 な どを定めました。

大阪府国民健康保険運営方針では、平成 30年 度 か ら令和 5年 度まで最大 6年 間は、各市町
村 による激変緩和措置 が認 められてお り、本市においては、激変緩和措置期間中の保険料率 に
ついて、基金か らの繰入れ を行 うことなどにより、被保険者 の負担 が急激 に増加す ることのな
い よう対応 してい きます。
なお、一般会計か らの法定外繰入れ については、国民健康保険 に加入 していない市民に対 し
て、法律 に基づ かない負担 を強い ることになるため、保険制度 としての持続可含B性 、負担の公
性の観点か ら、基本的には不適切なもの と考えられています。そのため、決算補填や保険料
平サ
引き下げの 目的で法定外繰入れを実施 して きた市町村 に対 しては、国か ら計画的、段階的な解
消が求められてい るところです。
第 6項

(1)③

(長 寿社会部国民健康保険課)

資格証明書及 び短期被保険者証 の発行については、法令 の規定に基づいて行 つていますが、
発行 に当た つては、機械的な一律 の取扱 いではなく、被保険者 との面談の機会 を確保 し、個別
の実情 に基づいて判断 を行 い、慎重 に対応 しています。
第 6項 (1)④ (長 寿社会部国民健康保険課)
一部負担金 の減免制度 については、「大阪府国民健康保険運営方針」 にお いて府 内統 一基準
が定 められたことを受けて、本市でも平成 30年 度 か ら府内統一基準を導入 しま した。
本市では、平成 29年 度までは、減免対象 となる世帯 の基準 として、入院療養 を受ける場合
を除き、納期限が到来 した保険料 に未納がない世帯 であることとの要件 を設 けてい ま したが、
府内統一基準 の導入 によつて 当該要件を削除 し、制度 を利用できる対象を拡大 しま した。
一部負担金減免制度 については、広報 さかい、市 ホームペ ー ジ、「国保 の しお り」等 に掲載
す るとともに、区役所窓 日において も、制度 の案内を行 い、周知 に努 めています。今後 も窓 口
対応 においては、親切 で丁寧 な説明を行 うよ う努 めてい きます。
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(1)⑤

(長 寿社会部国民健康保険課)

国民健康保 [父 事業 にお いて、保険料 の収納確保は制度 を運営 してい く上で不可欠であ り、被
保険者間 の負担 の公 平 を図 る観点 か らも、保険料 を納付す る ことがで きない特別 の事情 もな
く、また、保険料 の納付につ き十分な収入や資産があるにもかかわ らず保険料を納めない被保
険者に対 しては、滞納処分 を行 うことにな ります。
なお、滞納処分に至るまでには被保険者 との面談の機会 を確保 し、個別 の実情に基づいて判
断を行 い、慎重 に対応 しています。
保険料 の未納は、負担 の公平 の原則 か ら好 ま しい ものではな く、国民健康保険事業の健全な
運営を図るため、高額療養費や葬祭費 の給付 申請時等 に、説明の うえ滞納保険料 に充当 してい
ただ くようお願 い しています。
第 6項 (1)⑥ (長 寿社会部国民健康保険課)
保険料 の減免については、大阪府国民健康保険運営方針 にお いて府内統一基準が定め られた
ことを受けて、本市でも平成 30年 度 か ら府内統一基準に合わせて実施 しています。
第 6項

(1)⑦

(長 寿社会部国民健康保険課 )
の
傷病手当金 支給については、新型 コロナ ウイルス感染症 の感染拡大 の防止に資す るため、
国か ら緊急的・特例的な措置 として傷病手当金 の支給に要 した費用 の全額 について財政支援 を

行 う旨が示 されたこと等を踏 まえた特例的な措置 として実施 しているところです。
新型 コロナ ウイルス感染症 に限定 しない形での傷病手当制度 については、国保 には多様 な就
業形態 の被保険者 が加入 してお り、被保険者間の公平性等、様 々な課題 があると認識 していま
す。
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第 6項 (2)① (長 寿社会都国民閣霞保険課)
平成 30年 度 か ら都道府県が財政運営 の責任 主体 として国保運営 の 中心的な役割を担 うこと
で財政運営 の安定化 を図 り、制度 の持続 陛を高 めることを目的 とした国保制度改革が実施 され
ま した。 これに伴 い、大阪府 は、法に基づ く大阪府国民健康保険運営方針 を策定 し、平成 30
年度 か らの保険料率の統一 などを定めま した。
本市は、令和 2年 10月 、大阪府国民健康保険運営方針策定 に際す る大阪府 か らの意見聴取
に対 して、国による更なる公費投入 の拡大 と大阪府による被保険者 の急激な負担増加 の抑制策
へ
や特段 の財政支援措置等 を求めるとともに、新型 コロナ ウイルス感染症 による被保険者 の影
響 が生 じてい る状況に鑑み、保険料率 の府内完全統一時期 の延期 も含 めた対応 を検討す ること
を強 く求 める趣 旨の意見を提出 しま した。
なお、本年 1月 の堺市国民健康保険運営協議会 の答 申に付 された 「医療保険制度 の一本化な
ど、国民皆保険制度 の安定的な運営 のための抜本的な改革 を国の責任 において実現するよう、
国に対 して求 めること」、「市町村標準保険料率 の よリー層 の抑制 に向けた方策及 び財政措置等
を実施す ることや、新型 コロナ ウイルス感染症 の影響 について速や かに式穏 す ることを大阪府
に対 して求めること」 との意見の趣 旨を踏 まえ、引き続 き必要に応 じて国や 大阪府に提案や意
見具申す るなど、国民幽壁保険制度 の持続可能な運用 に取 り組 んでい きます。
第 6項

(2)②

(長 寿社会部国民健康保険課 )

国民健康保険料 の算定方式は、法令 の規定 上 、 4方 式 (所 得割 、資産割 、均等割及び平等
害1)、 3方 式 (所 得割、均等割及び平等割 )又 は 2方 式 (所 得割及 び均等割 )の いずれ かによ
父者均等割額 は被保険
るもの とされ 、均等割 については、国民健康保険法施行令 において被保卜
者均等割総額 を被保険者 の数に按分 して算定す ると定め られてい ることか ら(子 どもを含む世
帯に属す る被保険者全員 に対 して賦課 しています。
なお、子育て世帯 の経済的負担軽減 の観点 か ら、未就学児に係 る均等割保険料 の 5割 軽減措
置制度 について令和 4年 度 か らの導入 が示 されています。本市 としては、国が示す対象年齢、
減額割合 によ り実施す る予定ですが、子育 て世帯 の経済的負担軽減 の観点か ら、財政負担に よ
り対象 となる年齢及び軽減割合 の拡大を国に要望 してまい りま坑
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(2)③ (長 寿社会部国民健康保険課
平成 30年 度 か らの国民健康保険の都道府県単位化 に伴 い、公費拡充が行われ ま したが、国

第 6項

)

民健康保険制度 の財政基盤 は依然 として脆弱で不安定であるため、本市 としては、更 なる公費
拡充によつて、国保制度 が抱 える構造的な問題 の解決 に必要な財政措置を講ず るよ う、国に対
して要望 しているところです。
第 6項

(2)④

(長 寿社会部国民健康保険課 )

資格証明書及 び短期被保険者証 の発行 については、法令 の規定に基づいて行 ってい ますが、
発行に当た つては、機械的な一律 の取扱 いではなく、被保険者 との面談の機会 を確保 し、個別
の実情 に基づいて判断を行 い、慎重 に対応 しています。

(2)⑤ (長 寿社会部国民健康保険課
70歳 から 74歳 までの方 (現 役並み所得者を除 く。)の 医療費の一部負担金割合 について
は、法令の規定上 2割 であるところ、平成 20年 度以降、国の軽減特例措置 により1割 とされ
ていましたが、平成 26年 4月 1日 から本来の法令 の規定上の 2割 に変更されてお ります。

第 6項

)

第 6項 (2)⑥ (長 寿社会部国民健康保険課)
保険者 (市 町村、都道府県)ご との実績や取組状況に応 じて財政支援 が行われ る保険者努力
支援制度 の評価指標 の一つ として、収納率向上の取組 についての項 目が定め られていますが、
本市 において は、様 々な取組 の結果、令和元年度 においては前年度比で低下 した ものの、平成

22年 度以降、現年分保険料収納率を着実に向上 させてまい りま した。
今後 も、被保険者 の納付資力 の見極 めを しっか り行 い、保険料 を確実 に納めていただけるよ
う対策を進 めてまい ります。
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(1)①

(長 寿社会部介護保険課 )

介護保険は、社会連帯による相互扶助 を制度 の根幹 とす る ことや、給付 と負担を明確 に した
保険制度である ことか ら、被保険者 の負担能力 に応 じて保険料負担 を求めることとされてお
り、本市においては、所得 に応 じたきめ細かな 16段 階の保険料設定 としてお ります。保険料
設定 については、国に対 して本人の所得 のみにより算定す ることな どを要望 してお ります。
利用者負担割合については、介護保険法の規定 に基づ き、被保険者本人及び同一世帯 の第 1
父料・利用料 につい て
号被保険者 の所得状況 を勘案 の うえ、判定 が されます。低所得者 の保【
は、そ の所得状況や制度 の運営状況 を踏 まえ、介護サー ビスの利用 が制限され ることのない よ
う負担軽減 の拡大を図るな ど国に対 して必要な措置を講ず ることを要望 してお ります。
第 7項

(1)②

(長 寿社会部介護保険課 )

本市 におきま しては、独 自の施策 として、収入や資産 について一定の要件 を定めて保険料 を
軽減す る減免措置 を実施 しています。
介護保険の利用料 につ きま しては、その負担 があま り高額 とな らない よ うに、高額介護 サー
ビス費 として 自己負担 の上限を設けてお ります。その 自己負担上限額 については、市民税 の非
課税世帯な どの所得 の低 い方へ の配慮 として、その上限額 が低 く設定 されてい るところです。
また、特 に生計 の維持 が困難な低所得者に対 しま しては、社会福祉法人が利用者負担 の軽減
措置 を実施 してお り、 この軽減措置 に対 しま しては、本市 も応分 の負担 を行 つています。

第 7項 (1)③ (長 寿社会都介護保険課)
介護保険制度では、その財源 として、国 。府・市の公費負担割合、被保険者の保険料の負担
割合が定められてお り、制度上、保険料の軽減措置に必要な財源は、保険料で賄 うこととな り
ます。
したがつて、本市 としましては、一般財源 から繰 り入れて保険者が独 自に軽減措置を行 うこ
とは適当でない と考えます。
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第 7項 (1)④ (長 寿社会部介護事業者課)
特別養護老人 ホー ムや高齢者 グループホームな どの介護保険施設等 については、社会情勢、
待機者 の状況等 を勘案 しなが ら、 3年 ごとに計画を策定 し、複数 の小学校 区を統合 した 日常生
活圏域

(21か 所)を 単位 として整備 を進めています。

高齢者 ができる限 り住みJl貫 れた地域 において、社会 とのつ なが りの中で安 心 して暮 らし続け
ることので きる社会づ くりを進 めるために、引き続 き入所希望者や施設運営 の状況 を鑑みて施
設整備 を行 つてい きます。
第 7項 (1)⑤ (長 寿社会部介護保険課)
J性
介護保険施設等 における居住費・食費 については、利用者負担 の公平 の観点 か ら、介護保
険給付 の対象外 となつています。 ただ し、低所得者 の方において居住費・食費 の負担 が過重に
な らないよ うに、所得 に応 じた負担限度額 を設定 し、低所得者 の負担軽減 を図 つてお ります。
第 7項 (2)① (長 寿社会部介護保険課)
介護保険財政安定化基金は、市町村 が通 常 の徴収努力を行 ってもなお生 じる保険料未納や予
想 を上回る給付費 の伸びによる保険財政 の不足に対応す るため、介護保険法第 147条 の規定
により都道府県 において設置 されてい るものです。
第 7項

(3)①

(長 寿社会部介護保 [父 課 )

低所得者 の保険料・利用料については、かねてか ら国に対 して、所得状況や制度 の運用状況
を踏 まえ、介護サー ビスの利用 が制限 され る ことのない よう負担軽減 の拡大を図るな ど必要な
措置 を講 じること、公費投入 による低所得者 の保険料軽減策 のほかに、介護給付費の財源に占
める国の負担割合 を引き上げる ことにより、第 1号 被保険者 の保険料 の高騰 を抑制す る財政支
援措置 を講 じることを要望 しています。
第 7項 (3)② (長 寿社会部介護保険課)
令和 8年 度 か ら、要介護者 についても、介護保険の給付 を受け られ る ことを前提 としつつ、
市町村 の判断 によ り、総合事業 のサー ビスが利用 できるよう、対象者 の弾力化 が図 られてお り
ます。
本市 としま しては、被保険者 が必要なケアを受けられな くなることが ないよ う最大限配慮す
ることを要望 してお り、今後 も必要に応 じて要望 してまい ります。
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(3)③ (長 寿社会部介護保険課
1号 被保険者 の保険料徴収方法は、介護保険法 の規定により年企か ら天引きす る特別徴収

第 7項

)

第
と普通徴収 とい う納付書や 口座振替 による方法があ ります。特別徴収 の対象者 については、介
護保険法 の規定 によ り、特別徴収 の対象年金 を年額 18万 円以上受給 している被保険者 とされ
てお ります。
介護サー ビスに必要な財源は、皆様 に納めていただ く介護保険料 でまかなわれています。介
護や支援 が必要 とな つた方へ必要な介護サー ビスを提供す るため、安定的な制度運営 にご協力
賜 ります よ うお願 い します。

第 8項 (1)① (長 寿社会都医療年金課 。障害福祉都障害支援課・健康部保健所保健医療課)
本市独 自の助成制度 につきま しては、本市の限 りある財源 の中にあらては、 ご要望の制度化
は困難な状況にあ りますので、ご理解 をお願いいた します。
第 8項 (1)② (長 寿社会部医療年金課)
子 ども医療費助成制度 につ きま しては、平成 22年 7月 か ら、所得制限 を撤廃 した上で、入
院・ 通院にかかる医療費助成 を中学校卒業まで拡充 し、平成 31年 4月 か らは、 さらに 18歳
(18歳 に達 した 日以後 の最初 の 3月 81日 )ま で拡充 いた しま した。
一部 自己負担額につ きま しては、平成 16年 11月 か ら、大阪府 の福祉医療費助成制度 とし
て府内統二 で導入 されてい るもので、1医 療機関当た り月 2日 を限度 に各 国500円 までの負
担をいただいています。
また、平成 18年 7月 診療分 か らは、1か 月当た りの負担限度額 を 2, 500円 とす る負担
の軽減を行 い、 これによ り、複数 の医療機 関等 に受診 し、一部 自己負担額 の合計 が対象者 1人
につ き 1か 月当た り2, 500円 を超 える場合 において も、申請 によ り2, 500円 を超 えた
分 については還付 させていただいています。
このよ うに、本市子 ども医療費助成制度 における一部 自己負担 については、府 内統一ルール
の基、実施 してい るため、完全無料化については、市単独 では困難 であると考えています。
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(1)③ (健 康部保健所保健医療課
平成 27年 1月 に難病 の患者に対す る医療等に関す る法律 (以 下 「難病法」 とい う。)が 施行

第 8項

)

され 、新 たな難病医療費助成 として特定医療費制度が創設 され ま した。 国では、難病 とは、
(1)発 病 の機構 が明 らかでな く、 (2)治 療方法 が確 立 していない、 (3)希 少な疾病であつ
て 、 (4)長 期 の療養 を必要 とす るもの とされ 、 さらに特定医療費 の支給対象 となる指定難病
は、患者数が本邦において一 定の人数 (人 口の約 0。 1%程 度)に 達 しないこと、客観的な診
断基準 (又 はそれに準ず るもの)が 確 立 していることとされてお り、厚生労働大臣が指定 して
い ます。対象疾病は、110疾 病 か ら段階的に拡大 され、現在、計 338疾 病 が指定 されてい
ます。 さらに、厚 生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会 では、対象疾病 の追加や、既
に指定 され てい る疾病 の支給認定に係 る基準についての見直 しを行 うことが検討 されて いま
す。
また、難病法 に基づ く公平 かつ持続的、安定的な医療費助成 の仕組み として、患者 の 自己負
担 の割合及び患者等 の所得 に応 じた 自己負担上限額 が定め られてお り、高額 な医療を長期に継
続 している方への負担軽減等 が図 られています。
本市 としま しては、難病忠者 の方が安心 して医療費助成 を受け られ るよ う、今後 も引き続 き
国の動 きを注視 しつつ対応 してまい ります。
第 8項 (1)④ (長 寿社会都医療年金課)
入院時食事療養費につ きま しては、各健康保険制度 のなかで、所得に応 じた標準負担額 が決
め られてお ります。 また、住民税非課税世帯の方は、食事療養費 の標準負担額 を減額できる軽
減措置 があ り、一定の負担軽減 が講 じられてお ります ので、御理解 をお願 いいた します。
第 8項 (1)⑤ (長 寿社会部長寿支援課・障害福祉都障害支援課 )
力日
齢性難聴は、社会問題 の一つで あ り、本市において も相談窓 口な どで、 コロナ禍 によるマ
ス ク着用や アク リルパネル設置 の影響 も加わ り、その対応 が課題 となつています。
難聴 に関す る自覚や変化へ の気づ きか ら適切なケアや医療につ なぐことは、難聴 に起 因す る
認知症などの二次的な機能低下の予防にもつ ながることか ら、様 々な機会をとらえ、本人や、
高齢者 を支援す るケアマネ ジャー等へ の啓発に取 り組 んでいきます。
なお、加齢オ
陛難聴 を含 む聴覚障害による身体障害者手帳をお持 ちの方につ きま しては、補装
具 として、補聴器 の購入 に要す る費用を助成す る制度があ ります。
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第 8項 (2)① (長 寿社会部医療年金課)
大阪府 の福祉医療費助成制度は、平成 16年 11月 か ら、今後 とも持続可能な制度 としてい
くことを志向す るなかで、子育て支援・ ひ とり親家庭へ の 自立支援 の観点か ら対象者 の拡充を
図るとともに、世代間負担 の公平J陛 の確保、高齢障害者 など医療 の重要度 の高い方への重点化
や受益 と負担 の適 正化 を図るため、無理 のない範囲での一定の負担 をいただ くな どの見直 しが
なされま した。
平成 18年 7月 診療分か らは、月額上限額 を 2, 500円 とす る負担 の軽減 を行 い、 これに
よ り、複数 の医療機 関等 に受診 し、一部 自己負担額 の合計 が対象者 1人 につ き 1か 月当た り
2, 500円 を超 える場合 において も、申請によ り2, 500円 を超 えた分 については還付 さ
せていただいています。
また、大阪府 では持続可能な制度 とす るため、平成 30年 4月 に福祉医療費助成制度 の再構
。
築 を行 い ま した。 この改正によ り、平成 30年 4月 診療分 か ら、重度障害者医療費助成制度
老人医療費助成制度 の一部 自己負担額 の月額上限額が 3, 000円 に変更 されま したので、 ご
理解 をお願 いいた します。
なお、老人医療費助成制度につ きま しては、令和 8年 3月

31日 をもつて 8年 間の経過措置

が終了 してお り、本市独 自で老人 医療費助成制度 を継続す ることにつ きま しては、本市 の限 り
ある財源 の 中にあっては困難な状況 にあ ります ので、 ご理解 をお願 いいた します。

第 9項 (1)① (健 康都健康医療推進課)
ハイ リスク分娩な ど命 に係わる危険性があ り、かか りつけ医では対応できない妊婦の方に対
しての夜間 。休 日診療については、大阪府、大阪市 と共同して大阪府周産期医療体市1整 備事業
を実施 してお り、 この事業の中で府内の病院に救急搬送を受け入れてもらう体制を確保 してい
ます。
小児科 の夜間 。休 日の医療体制 については、堺市の外郭団体である (公 財)堺 市救急医療事
業団が堺市 こども急病診療センター を運営 し、一年を通 じて休 日・夜間の小児初期診療を行 つ
ています。
第 9項

(1)②

(健 康部健康医療推進課 )

特定健康診査 の検査項 目は、メタボ リックシン ドロームに着 目して特定を してお り、生活習
慣病予防 に有効 とされる国が定めた項 目を中心に実施 しています。
また、心電 図検査 については、健診結果 が基準に該当 した方については、特定健康診 査の対
象 となつています。
なお、特定健康診査に係 る自己負担額については、平成 30年 度 よ り無料 となつています。
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(1)③

(健 康部健康医療推進課)

本市 の実施す るがん検診 については、厚生労働省 の 「がん予防重点健康教育及 びがん検診実
施 のための指針」 に定め られてい る検査方法、対象者年齢及 び実施回数 (受 診間隔)に 基づ き
実施 してお り、子宮 がん検診及 び乳がん検診 については、実施回数 が 2年 に 1回 と定め られて
い ることか ら、偶数年齢時に 2年 に 1回 受診 していただ く制度 として実施 してお ります。
また、胃・肺 ・大腸・ 子宮・乳 の 5つ のがん検診 については、令和 2年 4月 か ら 2年 間の期
間を延長 し、 自己負担額 を無料 としてお り、 この機会 に、多 くの市民に受診 をしていただき、
以後 の定期的な検診 の受診 につ なげていきたい と考えています。
第 9項

(1)④

(健 康部保健所感染症対策課 )

高齢者等 のイ ンフル ■ ンザ予防接種につ きま しては、昨年度 は新型 コロナ ウイル ス感染症 と
イ ンフルエ ンザのイ
井発 による重症化予防のため、大阪府 において無償化 を広域的に実施 しま し
たが、今年度は新型 コロナ ワクチンの接種 が進んでい る現状を踏 まえ、非課税世帯、生活保護
世帯等 の市民を除き、令和元年度以前 と同様、 自己負担額 1, 500円 としてお ります。次年
度以降につ きま しては、大阪府 と協力す るとともに、新型 コロナワクチ ンの接種状況等 を注視
してまい ります。
また、その他 の予防接種 につ きま しては、国 においてその定期接種化 に向けた審議 が現在 も
継続 されてい るところであ り、今後 も動向を注視 してまい ります。
第 9項 (2)① (健 康部健康医療推進課)
国が推進す る地域医療構想 において、具体的対応方針 の再検証を要請 された医療機 関は本市
には ございませんで した。
現在 の ところ入院ベ ッ ド数 の削減について、国へ の要望 の必要性は生 じてお りません。今後
も、引き続 き国の動 きを注視 しつつ対応 してまい ります。
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。医療年金課)
医療保険で治療を受けた場合、被保険者は、治療 に対す る一部負担金 を支払わなければな り
ませんが、その負担 が大きくな りす ぎない ように自己負担限度額が法令に定められてお り、 自
己負担限度額を超 えた額は申請 によ り事後に支給 されます。なお、事前に医療費が高額になる
と見込まれ る場合 は、限度額適用認定証 を申請 いただき、認定証 を提示する ことで、同一 医療

第 9項

(2)②

(長 寿社会部介護保険課・ 国民幽喪保険課

機関等 で支払 う同一月の一部負担金 が 自己負担限度額 まで とな りますが、 この適用区分は、法
令に基づ き市民税 の課税状況に応 じて定まつてい るところであ り、被保険者 の 自己負担 の軽減
を図 つています。
性の観点 か ら、介護保
介護保険施設等における居住費・食費 については、利用者負担 の公平サ
険給付 の対象外 となってい ますが、低所得者 の方において居住費・ 食費 の負担 が過重にな らな
い よ うに、所得 に応 じた負担限度額 を設定 し、低所得者 の負担軽減 を図つてお ります。
高齢化 が進む 中で、必要なサー ビスを必要な方に提供 し、負担 の公平性 と制度 の持続可含旨性
を高める観点か ら、令和 3年 8月 1日 か ら、一定以上 の所得 のある方に対 して、負担能力 に応
じた負担 の見直 しが行われ てお ります。 ご理解、 ご協力をお願 い します。
第 9項 (2)③ (健 康部健康医療推進課)
台めと
大阪府では、大阪府医療計画 において、診療科別 の必要医師数 を独 自算出 し、医師 を女
した医療従事者確保に向けた取組 を進めています。本市 においても、大阪府や他域 と連携 した
広域的な医師確保等 の取組 が必 要 と考えています。大阪府堺市保健医療協議会等 の地域医療 に
精通 した有識者 で構成する会議 にお いて、地域 の実情や課題 について協議す るな ど、効果的な
太穏 を検討 してい く予定です。
国 に対 しては、医療従事者 の確保 に向けた勤務環境 の改善や資質 の向上対策等を要望 してい
ます。
第 9項

(2)④

(長 奔社会部国民健康保険課・ 医療年金課 )

入院中の食事 に係 る費用は、 自己負担 として標準負担額 をご負担 いただき、残 りを健康保険
が負担 しています。 これは、入院 して療養 している方 と在宅等で療養 している方 との公平 を図
る観点か ら法令に基 づ き、負担 していただいているものです。 この標準負担額 は、平均的な家
計 の食費 を勘案 して厚 生労働 大臣が定めてい ますが、住民税非課税世帯 の方は、医療機 関が
「限度額適用・標準負担額減額認定」 を受けてい ることを確認す る ことで、標準負担額 の軽減
措置 を受けることができます。
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第 9項 (2)⑤ (健 康部健康医療推進課)
かか りつ け医等 か らの紹介状 を持たず に、大学病院や一般病床数 が 200床 以上の地域医療
支援病院を受診 した場合、初診時 。再診時に診療費 とは別に 「選定療養費」を負担 します。 こ
の選定療養費は、予防や生活状況全般 に対す る視点を含め、継続的、診療科横断的 に忠者 を診
て、必要 に応 じて専門病院 を紹介す るとい う機能を果 たす よ うな、かか りつ け医機能 の普及 を
めざす一環 として設 けられています。 かか りつ け医機能 の強化に よ り、大病院へ の忠者集 中を
避 け待 ち時間の短縮 を図るな ど、効果的・効率的な医療提供 を実現す るため、本市において も
かか りつ け医を持つ ことを推奨 しています。
このことについては、市民の皆様 にも、 ご理解 とご協力 を賜 りたい と考えてお り、国への要
望は予定 してお りません。
第 10項 (1)① (生 活福祉都生活援護管理課)
国は、年末 の特別需要 については、生活保護制度 の期末一時扶助 で対応 していると判断 して
お ります。 さらに、夏期 については、年末 に比較 して支給す る特段 の需要 はない とい う判断か
ら、国は制度 として保障 していない状況 となつてお ります。 このため、本市 としては、国に対
し夏期一時扶助 の創設 について、 これまで同様に伝 えてまい ります。
第 10項 (1)② (生 活福祉部生活援護管理課)
小 口更生資金 については、都道府県社会福祉協議会において実施す る生活福祉資金に係 る貸
付制度 の拡充に伴 い 、本市 の小 日更生資金 に係 る貸付制度 の利用件数 が減少 していることか
ら、市民サー ビスの向上 と業務 コス トとの均衡 に鑑み、今後は生活福祉資金 に係 る貸付制度 を
活用す ることとし、本市の小 口更生資金に係 る貸付制度及び これに係 る基金について定める条
例を令和 3年 6月 1日 に廃止いた しま した。
第

10項 (1)③

(長 寿社会部長寿支援課 )

現在、大阪府 生活福祉資金 (福 祉資金 )の 一環 として、低所得者世帯、障害者世帯又は高齢者世
帯 の方が居住す る住宅を増築、改築、拡張、補修、保 全 をす る場合 等 に必要な経費 の貸付け を行 つ
てい ます。貸付上限額は 250万 円であ り、貸付期間が終了 してか ら 6か 月 の据 え置 き後、7年 以
内に償還 していただ くことになつています。
なお、平成 21年

10月 か ら貸付条件が緩和 され、従前は連帯保証人 が必要 条件 で年 8パ ーセ ン

トの利子 で したが、連帯保証人 を 1名 設定 できる方は無利子、設定できない方は年 1.5パ ーセ ン
トの利子 とし、据置期間についても従前 の 3か 月か ら6か 月へ と拡充 しています。
この事業 は、大阪府社会福祉協議 会 が大阪府 の補助 を受 け実施 してい る事業であ り、堺市内の 申
込窓 日は、堺市社会福祉協議 会 とな っています。 ご要望 の趣 旨については、大阪府 に伝 えてい きま
丸
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(1)① (長 寿社会部長寿支援課 。障害福祉部障害施策推進課)
(公 社 )堺 市 シル バ ー 人材 セ ンター では、働 く意欲 の ある高齢者 の就業 の場 を確保す るた

第 11項

め、臨時的・短期的又は軽易な仕事 を個人家庭 。民間事業所 。公共団体等 か ら引き受け、希望
や能力に応 じて会員に提供 してお ります。
また、同センター では、 よ り多 くの高齢者 に就業 の場 を確保す ることをめざし、多種多様 な
就業機会 の提供な ど事業拡大 に向けた団体 の事業計画を策定 し、受託業務 の受注量 の増加に向
けた取組に努めています。
障害者 の働 く場 の確保 など就労への支援については、障害者 の就労支援 の専門機関 として、
堺市障害者就業 。生活支援 セ ンター において、就労 を希望す る障害者 の方の能力や特サ
陛を把握
した上で、必要に応 じて就労支援に携わってい る関係機 関 と連携 しなが ら、就業に向けた支援
と就職後も継続 してサポー トす る定着支援 を行 つてい るところです。
第 11項

(1)②

(障 害福祉部障害施策推進課・ 障害支援課 )

障害福祉サー ビスである就労継続支援事業所等では、国 の制度 として 自立支援給付費に加
え、送迎人数や送迎頻度 に応 じて利用者 の送迎に対 し加算制度があることか ら、本市では通所
に要す る交通費の給付は行 つていませんので、 ご理解 ください。
。障害福祉部障害施策推進課 。障害支援課)
障害者給付金及 び敬老祝金給付事業については、障害者や高齢者 に対す る補完 ・祝福 といつ
た役害1を 果 た して きま した。そのよ うな中、本市 では限 られた財源 をよ り有効に活用 しなが
ら、効率的に市民サー ビス を実施すべ く、障害者 の 自立支援や高齢者 へ の感謝状贈呈な どを行
う事業へ と転換 してお ります ので、 ご理解 をお願 い します。

第 11項

(1)③

(長 寿社会部長寿支援課

第 11項 (1)④ (長 寿社会部長寿支援課)
堺市高齢者緊急通報 システム事業では、緊急通報 ボタン及びペ ンダン ト式ボタンを利用 して
います。使用機器については、毎年一定数ずつ購入 している状況であり、近年購入 しているペ
ンダン ト式ボタンは防水対応 となつています。
第 11項 (1)⑤ (障 害福祉部障害支援課 。長寿社会部長寿支援課)
重度障害者福祉 タクシー利用助成制度 は、重度障害者 (児 )の 社会参加 の増進 を図 るため
に、利用料金 の一部 を助成す る制度です。
本市 の財源 に限 りがある中、現在 の ところ利用枚数 を増やす ことな どについ ては困難 です
が、障害者 の社会参加 を促進す るため必要な助成であることか ら、外出支援サー ビス事業につ
いて国に財政措置 を講 じるよ う、今後 も引き続 き要望を行 つていきます。
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(1)⑥ (長 寿社会都医療年金課
平成 25年 8月 の社会保障制度国民会議 の審議結果 を受 け、持続可能な社会保障制度 の確 立
)

を図るための改革 の推進 に関す る法律において、高齢者医療制度 については、医療制度改革 の
実施状況を踏まえ、必要に応 じ検討す るとされています。
本市 といた しましては、後期高齢者医療制度 について、将来 にわた り持続的かつ安定的な運
営を確保 してい くことが重要であると考 えます。今後 とも、国に対 して、幅広 い国民の納得 と
信頼 が得 られ る制度を構築す るよう、機会あるごとに要望 してまい ります。
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(1)①

ども青少年育成部子 ども家庭課)
本市助産施設 につ きま しては、産科医療機 関等 が減少す る中、市内 4医 療機関 (う ち 1機 関
は令和 3年 12月 末をもつて休止予定)が 実施 してお り、 また、近隣市 の助産施設 において も
(子

実施 してい ます。
また、本市の助産制度 では、国基準に加 えて、各施設 で個別 に設定 されてい る入通院に係 る
経費 において も原則、対象 としています。
第 12項 (1)② (子 ども青少年育成都子 ども家庭課)
入院助産 の認定手続 きにつ きま しては、児童福祉法上、経済的な事情によ り出産が困難な妊
産婦 を対象 としてい ることか ら、申請者 (妊 産婦または扶養義務者 )の 現況 の確認 を行 う必要
があるため、母子健康手帳及び健康保険証 の写 しの提 出、所得 についてはマイナ ンバー による
確認や課税証明書 の提出により手続 していま坑
第 12項 (1)③ (子 育て支援部待機児童対策室)
本市では待機児童解消 を最重要施策 の一つ として位置付 け、認定 こども園や小規模保育事業
所 の新設な どにより、保育 を必要 とす る児童 に対す る受入れ枠 の整備な どを進 めてきま した。
その結果、令和 8年 4月 1日 に、初 の待機児童数 0人 を達成 しま した。今後 も引き続 き、保
育需要 の動向を見極 めなが ら、必要な受入れ枠 の確保 に努 めます。
。
第 12項 (1)④ (子 ども青少年育成部子 ども育成課 子育て支援都幼保推進課)
児童福祉法や子 ども・ 子育て支援法 の もと、よ り多 くの保育を必要 とす る子 どもが利用でき
るよ う幼保連携型認定 こども園をは じめとした受け入れ枠 の整備を進 めてい ます。
保護者 の妊娠 。出産、疾病及 び介護、災害復 旧など、緊急その他や むを得ない理由で他 に保
育 の代替 となるものが全 くない場合については、緊急一時保育 として、認定 こども園や保育所
等を利用す ることが可能 となつてお り、引き続 き、制度の適切 な運用に努 めます。
。
病児保育施設 は、令和 2年 3月 に策定 しま した 「堺市子 ども 子育て総合 プラン (第 2期 堺
こお いて、病児保育 に係 るニーズ量 の将来推計 に基づ き、
市子 ども・ 子育 て支援事業計画)」 イ
5か 所 の施設 を設 置す るとしています。現在、堺区 。中区・西区 。南区・北区に各 1か 所設置
してお り、ニーズ量に対す る設置計画数 を満た しています。病児保育施設 がない東区・美原区
については、医療機 関 卜児科)併 設型 の病児保育 を実施できる医療機 関がないな ど設置 が困難
な状況であるため、平成 30年 3月 か ら市内全域をカバーす る訪問型 の病児保育事業 を実施 し
ています。 さらに、ニーズの高い北区の施設 の定員増 を図るな ど、本事業を必要な時にご利用
(′

いただけるよ う事業 の充実に努めています。
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号

件

名

陳情第 73号

所管局

産業振興局

行政にかかる諸問題 について

第 18項 (1)(商 工労働部産業政策課)
中小 。小規模企業は、地域経済 と雇用 を支える重要な存在であると認識 してお ります。
そ うした認識 の もと、「堺市基本計画 2025」 や 「堺市産業振興 アクシ ョンプラン」 な ど
により、大きな方向性や具体的な実施計画 を策定 し、経営基盤 の強化や人材確保 の支援 などの
各種施策を臨機応変 に展 開 しているところです。
今後 とも、中小 。小規模企業 の実態に適切 に配慮 しなが ら、理念 に とどま らず積極的かつ
J性
柔軟 に、中小 。小規模企業を総合的に支援 し、地域経済 の活 化 を図つてまい りたい と考えて
お ります。
動都 ものづ くり支援課 )
第 13項 (2)① (商 工労イ
低者育成 を支援す ることが重要で
地場産業・伝統産業 の事業継続 と発展 には、販路拡大や後糸
あ り、各産地組合が行 う販路拡大や後継者育成 な どの取組に対 して補助金を交付 し、産地組合
と連携 して事業活動 を支援す ることにより、地場産業・伝統産業の振興に努 めてお ります。
また、首都圏 における販路開拓 として展示会へ の出展 を支援 しているほか、海外販路開拓 と
して、 フランスでの展示会出展を行 つています。
さらに、職人 の高齢化や後継者不足へ の対応 として、新たに従業員を雇用 し後継者育成 に取
り組む事業所 に対 して補助金を交付 し、後継者 の確保 を支援す るとともに、未来を担 う若手人
材 を対象にした交流会 を開催 し、新たな取組 を生み出す機会を提供 してお ります。 このほか、
伝統産業・地場産業における優れた技術を継承 。発展 させ るため、卓越 した技能を有す る方を
堺市 ものづ くリマイ スター として認定 しています。
また、堺伝統産業会館 では、体験 。学習・展示 コーナーの設置や、ものづ くりの実演 。体験
冶時実施す るなど、堺 の地場産業・伝統産業 の認知度 を高め、魅力 を発信す
な どのイベ ン トをl辻
る取組を行 うとともに、同会館 2階 の堺刃物 ミュージアムを改装 し、堺 の代表的な伝統産業で
ある刃物をよ り身近に感 じてもらう施設 として、一部 リニューアル しました。
今後 とも、地場産業 ・伝統産業 の現況や課題 を把握 しなが ら振興・ 育成 に努 めてまい りま
坑
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番

号

件

名

陳情第 73号

所管局

産業振興局

行政にかかる諸問題 について

第 13項 (2)② (商 工労働都 ものづ くり支援課)
本市 の制度融資では、市内中小企業者 の資金調達を円滑に進 めるため、信用保証協会 を保証
機関 とす る融資以外 にも、堺市産業振興セ ンター を保証機関 とす る多様な融資 メニュー も設 け
ています。
具体的 には、市内中小企業者 の設備投資等 の資金需 要 に対応す る制度 として、「中小企業活
力強化資金融資」を実施 してい るほか、新たに事業を営む ために必要な準備 を行 つてい る方、
または事業開始後 6か 月未満 の方等 の資金需要 に応 えるため 「堺市創業者支援資金融資」 を実
施 し、創業 の際必要な運転資金や設備資金 の融資 を実施 しています。
両制度は、市が信用保証料 を全額負担 してお り、前向きな経営を推進す る中小企業者 にとつ
て利用 しやす い もの と考えてお ります。
また、厳 しい経営環境 にある市内中小企業者 を支援す るために 「堺市経営安 定特別資金融
資」 を実施 していますが、当該融資制度は、売上高が減少 している場合等 に利用できるセーフ
テ ィネ ッ ト融資 としての側面 も備 えてお り、数多 くの中小企業者 の方か らご利用 いただいてい
ます。
こちらの融資制度 については、今年度 か ら事業承継資金に係 る融資 の保証料 を中小企業者に
代わ り市が負担す る制度 を全業種を対象 となるよう拡充す るな ど、制度 の拡充を行 いま した。
そ の他、信用保証協会 を保証機関 とす る制度融資も実施 してお り、多様な資金 ニーズに対応
す るため、種 々の融資 メニュー を設 けてお りま丸
今後 とも、中小企業を取 り巻 く経済情勢 と企業 の経営実態 に即 した利用 しやす い融資制度 の
構築 に努 めてまい ります。
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号

件

名

第

14項

陳情第 73号

所管局

建築都市局

行政にかかる諸問題 について
(交 通部公共交通担当)(健 康福祉局 生活福祉都生活援護管理課 ・ 障害福祉都障害施

策推進課)
おでかけ応援制度 は、 日常的な外出機会に乏 しい高齢者層 の社会参画を促す ことに加 え、そ
のこ とによる公共交通 の利用促進 を図ることを 目的に、市内路線バ ス と阪堺電車 に 1乗 車 10
0円 でご利用 できる制度です。 これまで、利用 日や利用回数などの拡充を実施 してきてお り、
多 くの方に ご利用 いただいています が、受益者負担 の観点か ら無料化 については難 しい と考え
ています。今後 とも制度の趣 旨を踏 まえ利便性 の良い、おでかけ応援制度 の運用に努 めます。
生活保護受給者 の 日常生活における交通費につ きま しては、現行制度 上は、 日常生活 の需要
に含 まれ るもの とみなされてお ります。
なお、通院や求職活動等 のための交通費につ きま しては支給対象 となる場合があ りますが、
支給 のための要件 もあ ります ので、具体 に必要な場合には事前に ご相談 くだ さい。
なお、身体障害者及び知的障害者 に対 しては、 」Rや 私鉄各社 において(旅 客運賃の割引制
度 を設 けてお ります。 バ ス につ きま して も、バ ス会社 によって適用が異なる場合があ ります
が、普通乗車券 が 5割 引、定期乗車券 が 3割 引 となるなどの割引制度 があ ります ので、現行 の
割引制度 の利用をお願 いいた します。 また、介護者についても、障害者本人 の障害 の程度によ
つて 、割 引が受 け られ る場合があ ります ので 、詳 しくは、各交通機 関 にお問い合わせ くだ さ
い。

82

番

号

件

名

陳情第 73号

所管局

上下水道局

行政 にかかる諸問題 について

第 15項 (経 営企画室)
これまで、水道料金 は、大阪広域水道企業国 の水道用水供給料金 の引下げ による負担減少分を還
元す るため令和元年 12月 か ら水道 の従量料 金 を引き下げ、下水道使用料について も、経営改善 の
取組みによ り、平成 29年

10月 か ら基本使用料 を引き下げた ところです。

近年 の上 下水道事業 を取 り巻 く経営環境 の変化 に対応す るため、本市では現在、令和 5年 度を開
始年度 とす る 「(仮 称)堺 市上 下水道 ビジ ョン」 を策定中です。
ビジ ョンの検討 にあた り策定 した、中長期 の見通 しにおいて、水道事業 では、人 口減少に より水
道料金収入が減少 してい く一 方、施設 の老朽化に伴 う更新需要や耐震化対策 に係 る費用 の増大 によ
り、純損益 と累積資金 の赤字 の発 生が見込まれ 、下水道事業 では、過去 に集 中的 に整備 した際に借
りた企業債償還金 の負担 が今後 も下水道事業会計 を圧迫す る状況が続 く見込みです。
このよ うに、上下水道事業 とも、厳 しい経営環境 が想定 され るため、今後 も引き続 き(安 定的な
上 下水道サー ビス を維持できるよ う、基盤強化 に向け、経営改革に取 り組 んでい くとともに、適正
な料金体系・制度 の見直 しを検討 していきます。
次 に 、低所得者や 生活保 護世帯 に対す る水道料金並び に下水道使用料 の減免制度 の実施 につ
い てお答 え します。
水道事業並び に下水道事業 の経営 は、地方公 営 企 業法 に基 づ き、事業 の経費 は 当該事業 の経
営 に伴 う収入 を もつて 充 て る、 い わゆ る独 立採 算制 を基本 としてお り、サ ー ビスの提供 に要す
る経 費負 担 をそ の 受益者 に求 め る とい う受益者負担 の原則 に よ り、使用者 間 の負担 の公 平性 を
図 る とともに、財政 の 自主 。自立を確保す ることで、効率的な事業運営 をめ ざ してお ります。
この よ うに、独 立採 算制 の 下で経営 を行 う場合 にお いて 、 ご要望 の よ うに一 部 の方 を対象 と
した水道 料金並 び に下水道使用料 の免 除制度 を実施すれ ば 、当該制度 に よる減 収分 を、結果的
に他 の市 民 のみ な さまに転 嫁す ることとな るた め 、受益者負担 の公 平性 の観 点 か ら適切 でない
と考 えてお ります。
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号

件

名

陳情第 73号

所管局

教育委員会事務局

行政にかかる諸問題 について

第 16項 (1)① (学 校教育都学校指導課・総務部総務課)
荻科用図書 の採択に当たつて、本市 では、文都科学省 か らの通知や学習指導要領 の改訂 の趣
旨を踏 まえて採択基本方針 を策定 し、その方針に基づいた調査研究を実施 し、適正かつ公正に
教科用図書 を採択 しています。
また、入学式、卒業式等における国旗 の掲揚及び国歌 の斉唱 につ きま しては、学習指導要領
に則 つて適切に実施するよ うに指導 しています。
平成 11年 に 「国旗及び 国歌 に関す る法律 (平 成 11年 法律第 127号 )」 が市1定 され、 自
治体 として市民が国旗 に親 しみをもち、また国旗 へ の理解 が深め られ るよう啓発 に努 める必要
があることか ら、本市施設での国旗掲揚 について取 り組む こととしま した。現在、 この基本方
針に沿 つて学校園施設等 においても国旗 の掲揚 を行 つています。
第 16項 (1)② (学校管理都学校施設課)
体育館 の耐震化については平成 23年度 に、学校園の校舎 (園 舎)の 耐震化 については平成
26年度に完了 してお り、体育館 の天丼等落下防止対策 についても平成 27年 度に完了 してい
ます。今後 も子 どもたちが安全 。安心に過 ごせ る良好な教育環境整備 のため、安全確保 を最優
先 に取 り組み ます。
。
第 16項 (1)③ (学 校教育部支援教育課 学校管理都学校施設課 ・総務部学務課 )(建 築都
市局交通部公共交通担当)(建 設局道路部連続 立体推進課)
本市 では、「高齢者、障害者等 の移動等 の円滑化 の促進 に関す る法律 (平 成 18年 法律第 9
こ基づ き、校舎 の新築や改築等 に合わせてエ レベ ー ター設置 を行 っています。障害 の
1号 )」 イ
ある児童生徒が安心 して学校 生活 を送 ることがで きるように、学級 の状況や児童生徒 の障害の
状況 を鑑みながら、関係課 と連携 し、必要な措置を講 じます。
通学路のバ リアフリー化 につ きま しては、今後 も関係課 と連携 し、取 り組み ます。
市内鉄道駅 のバ リア フ リー化 につ きま しては、連続 立体交差事業中の 2駅 (南 海本線諏訪 ノ
森駅、浜寺公園駅)を 除 く 27駅 においてエ レベー ター も しくはス ロープの設置 による段差解
消や、多機能 トイ レ、視覚障害者誘導 ブ ロックの整備 が完了 してい る状況です。
連続 立体交差事業 につ きま しては、令和 9年度末の事業完了をめざし鋭意取 り組 んでお り、
その際 には現在事業中の 2駅 についても、上記のよ うなバ リアフ リー化 を完了す る予定です。
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号

件

名

陳情第 78号

所管局

教育委員会事務局

行政にかかる諸問題 について

第 16項

(2)① 〜④ (3)①②

第 16項

(2)⑤ ⑥

(総 務部学務課 )
つい
ては
就学援助制度に
、準要保護者 に対す る国庫補助制度 が廃止 され る中、援助内容 の継
続 を図るため、現在 の所得認定基準及 び給付内容 で実施 しています。
今後 も、国に対 し就学援助費に係 る財政措置 の充実 について要望 します。

(学校教育都学校総務課 )

要保護及 び準要保護 の児童及び生徒 に係 る医療費 の対象疾病について、児童及び生徒 を取 り
巻 く環境等 の変化 に応 じた もの に改善す るよ う、今後 も機会 を とらえて国に要望 してい きま
丸
医療券 につ きま しては、診療医療機 関等 か ら本市への請求書 を兼 ねてお ります。診療医療機
関等 の診療報酬明細書請求 の単位 が 1か 月であるため、医療券 の発行 も診療報酬明細書 と同様
に 1か 月 ごととしてし｀
ます。
第

16項 (2)⑦

(学 校管理都学校給食課 ・ 中学校給食準備 室)

小学校給食については、単独調理場方式で行 つています。
中学校給食 については、全員喫食制 の 中学校給食 の実施に向け、「堺市中学校給食実施方法
等調査」 の結果 をもとに、有識者等で構成 され る 「堺市中学校給食検討懇話会」か らの意見を
ふまえ、高度な衛 生管理が徹底で きること、同時期に一斉早期 に開始できる こと、安全安心な
給食 を安定的に提供できること等 の理 由か ら、給食 セ ンター方式 の導入 を令和 2年 3月 に決定
いた しま した。現在、令和 3年 10月 に策定 した 「堺市中学校給食改革実施計画」に基づ き、
全員喫食制 の 中学校給食 を令和 7年度に開始す ることをめざし、取 り組 んでいます。
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件

名

陳情第 74号

所管局

市長公室

行政にかかる諸問題 について

第 1項 (政 策企画部)(文 化観光局観光部観光企画課)(産 業振興局商工労働部産業政策課)
本市 の副首都推進本部 へ の参画については、大阪府 、大阪市 と連携 を図 り、大阪全体 の成
長 。発展に向けた戦略等を検討 し、本市 の成長 につ なげてい くことを 目的 としたものです。同
本部へ の参画により、引き続 き連携 を強化 し、本市 における成長に向けた取組 を推進 してい く
必要があると認識 しています。
カジノを含 む統合型 リゾー ト

(IR)に ついては、平成 30年 「特定複合観光施設区域整備

が制定 され、令和 2年 に国において基本方針 が示 されま した。大阪府 。大
阪市においては、令和 3年 3月 に 「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備 実施方針」 が
公表 され、 9月 に設置運営事業予定者 の選定が行われま したが、本市 は IR誘 致には関わ つて
法

(IR整備法

)」

いません。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

市政集 中改革室

行政 にかかる諸問題について

市再生都堺駅エ リア整備担当・ベ イエ
第 2項 (市 政集 中改革室行革推進担当)( 建築都市局者卜
リア推進担当)
の
本市 では、社会保障関係費な どの歳出が増加 し続 ける一方で歳入 が伸 び悩み、市独 自 住民
サー ビスなどの拡充な どより、平成 28年度以降は、恒常的に基金 を取 り崩す ことで歳入不足
を補 いなが ら財政運営を行 つています。
令和 3年 2月 に公表 した財政収支見通 しでは、毎年度 40億 円か ら 50億 円程度の収支不足
「に向けた取組 に着手せず、 このまま推移すれば、いずれ基金
が見込 まれ、財政危機か らの脱去
が枯渇す る見込み となつてお り、現在実施 してい る様 々な行政サー ビスに甚大な影響 を及ば し
ます。
このよ うな事態 を防 ぐため、市政全般 にわたる抜本的な改革を行 い、収支均衡 を図る必要が
こお いては、すべ ての事業 について、社会情
あることか ら、「堺市財政危機脱去,プ ラン (案 )」 イ
勢 に照 らし必要性や公益性が低下 してい ないか、 目的達成 に最善の手法 であるか、経費 に見合
ベ
う効果 をあげてい るかなどの観点か ら検証 の うえゼ ロ ースで見直 しを行 い、見直 しが市民生
活に及 ばす影響が大きい場合 は、代替事業や激変緩和措置 を検討す ることとしています。
また、本市が持続可能な都 市経営 を実現す るためには、魅力的な都市 となる ことで人や投資
を呼び込み、税肢等 を 「稼 ぐ力」をつ ける必要があると考 えています。
ベ イエ リアの活性化 については、親水護岸 の整備 された堺 旧港な ど、海辺 の魅力を活か した
の
居 心地 の良い空間を、民間活力 を活用 しなが ら形成す ることで、 よ り多 くの市民、来訪者 訪
れ る魅力 あるエ リアに してい くことをめ ざして います。 これによ り更なる民間投資 を呼び込
市 ブラン ドが形成 され、その
み、地域経済 が活性化 され ることによ り、都市魅力 が向上 し、者卜
′
波及効果 が堺市全体 の活 性化 にもつ ながると考 えています。
の
大阪府 な どと連携 しなが ら将来像 を示 し、 また、民間活力 の活用や 大阪府な どと 役割分担
います。
により、市 の財政負担が極力少なくな る形でベ イエ リアの活性化 を図 りたい と考えて
今後、危機 的な財政状況か ら脱去,し 、市民の皆 さまが安心 して暮 らしていただけるよう、抜
本的な改革 に取 り組 んでい きます。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

ICTイ

ノベ ー シ ヨン推進 室

行政にかかる諸問題 について

第 3項 (ICTイ ノベーシ ョン推進 室)
マイナ ンバー法やマイナ ンバー を利用す る各事務制度 の根拠法の政省令な どによ り、各窓 口
に提出され る申告書や届出書等 の書類 にマイナ ンバー・ 法人番号 を記載す ることが義務付 けら
れ る手続 きにおいても、記載 されない ことによ り申告書を不受理 とす ることは定 め られていま
せん。
申請書な どにマイナ ンバー を記載す ることが各制度 における法的な義務 がある場合において
はその 旨を説明 し、記載 を求めますが、記載 がない場合は、マイナ ンバー法第 14条 第 2項 に
基づ く住民基本台帳ネ ッ トワー クの利用な どによリマイナ ンバー を確認 します。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

総務局

行政にかかる諸問題 について

第 4項 (人 事部人材開発課)(貝オ政局契約都調達課)
本市においては、憲法に定める国民の権利や義務を十分 に踏 まえ日々の業務 にあたるよう、
職員 に対 して法律研修や人権研修 を実施 しています。また、公務員 は全体の奉仕者であると規
定されていることから、堺市職員 としてこのことを念頭に市政や業務 にあたることは当然のこ
とであると認識 してお り、公務員倫理研修を通 じてその徹底 を図つています。今後 も引き続き
職員研修 の充実により、 日本国憲法への理解を深 め、市政や業務に活かせるよう努 めてまい り
ます。
また、本市が発注す る委託契約 の受託者 に対 して、業務委託契約書のなかで、 日本国の法令
遵守を規定 しているところであり、 これ ら関係法令の遵守 について、引き続き徹底 を図つてま
い ります。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

財政局

行政 にかかる諸問題について

第 5項 (契 約都契約課・調達課)(上 下水道局サー ビス推進部事業サポー ト課 )
。
本市 では、予定価格 250万 円以下の少額 工事 修繕案件 の業者選定において、規模や難易
度等 によつては、現状、建設 工事に係 る有資格者名簿 のほか、物 品調達に係 る有資格者名簿、
業務委託・役務 の提供に係 る有資格者名簿か らも選定 しています。
このよ うに、建設業許可を有 していない事業者 は、建設業許可 を要 しない物品調達、業務委
託 ・役務 め提供に係 る有資格者名簿 に登録 していただ くことにより、小規模 な修繕、改修等の
契約 が可能 となるため、小規模 工事希望者登録制度 を導入 しなくとも、公共 工事における市内
中小企業の受注機会 の確保 とい う目的 を充足す ることができるもの と考えています。
今後 も競争 性、公平性及び適正履行 の確保 に留意 しつつ、地元企業 の受注機会 の確保 に向け
た取組 を推進 します。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

健康福祉局

行政 にかかる諸問題について

第 6項 (長 寿社会部国民健康保険課)
納付 が困難な世帯については、可能 な限 り保険料 の減免や猶 予 の制度 を ご活用 いただき、 ご
事情 に応 じた適正な納付額・納付計画 となるよう、対応 しています。
また、資格証 明書、短期保険証 の発行 に当た つては、機械的な一律 の取扱 いで はなく、被保
づいて判断 を行 い、慎重に対応 しています。
[父者 との面談 の機会 を確保 し、個別 の実情 に基
呆険課)
第 7項 (長 寿社会都国民健康イ
平成 30年 度 か ら都道府県 が財政運営 の責任主体 として国保運営の中心的な役割 を担 うこと
で財政運営 の安定化 を図 り、制度 の持続 l生 を高める ことを 目的 とした国保制度改革 が実施 され

呆険運営方針 を策定 し、平成 30
ま した。 これに伴 い、大阪府 は、法に基づ く大阪府国民健康イ
年度 か らの保険料率 の統一 な どを定めま した。
大阪府国民健康保険運営方針では、平成 30年度か ら令和 5年 度まで最大 6年 間は、各市町
村 による激変緩和措置が認 められてお り、本市においては、激変緩和措置期間中の保険料率に
ついて、基金からの繰入れを行 うことなどにより、被保険者 の負担が急激に増加す ることのな

いよう対応 していきます。
傷病手当金 の支給については、新型 コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に資す るため、
ついて財政烹援 を
国から緊急的 。特例的な措置 として傷病手当金の支給に要 した費用の全額に
行 う旨が示されたこと等を踏 まえた特例的な措置 として実施 しているところです。
新型 コロナ ウイルス感染症 に限定しない形での傷病手当制度については、国保 には多様な就
業形態の被保険者が加入 してお り、被保険者間の公平性等、様 々な課題があると認識 していま
す。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

産業振興局

行政 にかかる諸問題 について

第 8項 (商 工労働部産業政策課)
ついては、一
小規模な住宅改修 工事 に対す る補助制度、いわゆる住宅 リフォーム助成制度 に
への公 的資金
定 の意義 はあると考 えてお ります が、特定業種支援 についての公 平性や個人財産
の導入 の妥当性 などの課題 があると認識 してお ります。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

建築都市局

行政にかかる諸問題 について

第 9項 (都 市再生部ベイエ リア推進担当)
将来 に向けて、本市 の有す る者卜
市資源 を活か し、都市魅力 を高めてい くことが重要 と考 えて
い ます。者脱いの鉄道駅 か ら徒歩圏 に位置 し、親水護岸 が整備 された美 しい海辺 を有す る堺 旧港
な ど、ベ イエ リアの持つ ポテンシャル 、海辺 の魅力 を活か し、居心地 の良い交流空間を、民間
活力を活用 しなが ら形成す ることで、 より多 くの市民、来訪者 の訪れる魅力あるエ リアにして
い くことをめざしています。
また、大阪府、大阪市、大阪湾沿岸市町 と連携 の もと、大阪ベイエ リアの魅力や将来像 を示
しなが ら、民間活力 を活用 してベイエ リアの滑 性化を図 ります。
第 10項

再生都堺駅エ リア整備担当)
本計画は、堺 旧港周辺の回逝 性を高 め、誰 もが海 を眺めなが ら安全 に散策 できるパブ リック
アクセ ス を充実 させ 、魅力的な賑 わい空間を創 出 し、多 くの来訪者 が海辺 で憩 い、海 を眺める
魅力的 な交流空間の形成 を図ることを 目的に、事業者 か らの提案により、事業者 が施設整備、
(者 [市

管理運営す るもの としています。
第 11項 (交 通部公共交通担当)
おでかけ応援制度 の見直 しは、令和 8年 2月 に発出 した 「堺市財政危機宣言」 を受け、企て
の事業を総点検す る中で、時代背景 に応 じて対象年齢 を見直す ことで、当制度 を存続す るもの
です。
当制度は 日常的な外出機会に乏 しい高齢者層 の社会参画 を促す ことを目的 としていますが、
平成 16年 の制度創設以来、高齢者 の就業率等 の社会参画 の状況、体力・健康 の状況は大きく
改善 し、現在 の 65歳 〜 69歳 の方は、制度創設 当時 の 60歳 〜 64歳 と同水準 となつていま
丸
この ように、高齢者 を取 り巻 く社会情勢な どを踏 まえ、 目的 に沿 つた形で対象年齢 の見直 し
を行 うもので丸
なお、令和 3年 度 末時点で 65歳 以上の方 (昭 和 32年 4月 1日 以前生 まれ の方)は 、引き
続 きおでかけ応援制度 を利用す ることがで きます。
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番

号

件

名

陳情第 74号

所管局

教育委員会事務局

行政 にかかる諸問題 について

第 12項 (総 務部学務課)
就学援助 につ きま しては、蜂要保護者に対す る国庫補助制度 が廃止 され る中、援助内容 の継
続 を図るため、現在 の認定基準で実施 しています。

95

番

号

件

名

陳情第 75号

所管局

健康福祉局

児童発達支援センターの充実について

第 1項 (障 害福祉部障害支援課)
職員配置 につ きま しては、指定管理者に対 して適正な職員配置を義務づ けて実施 してお り、
今後 も国基準を念頭 に置 き、適正な職員配置に努 めてい きます。
本施設 の運営につ きま しては、現在、指定管理者 を 5年 おきに指定 してお り、平成 81年 4
月か ら令和 6年 3月 まで堺市社会福祉 事業団を指定 しています。令和 6年 度以降の指定 につ き
ま しても、当該施設 の粋陛を十分 に踏 まえ、関係課等 と調整 します。
第 2項 (障 害福祉部障害支援課)
単独通園 につ きま しては、令和元年度 か ら4・ 5歳 児の 日数 を週 1日 か ら週 2日 に増や して
います。
今後 も単独通園の 日数 につ きま しては、職員配置 も含 め指定管理者 と協議 していきます。
第 3項 (障 害福祉都障害支援課)
置 し、 リハ ビ ジを実施 してお り、
現在、児童発達支援センターでは 15名 のセ ラ ピス トを酉己
卒退園後につ きま しても、地域 の小学校や障害児通所支援事業所 と連携 しなが ら、一定期間、
リハ ビ リを ご利用 いただいています。
今後 も、児童発達支援セ ンターにお ける療育 の 中で、 より良いサー ビス を効率的に提供でき
るよ うに、 リハ ビ リの実施時期や回数等 について、引き続 き、指定管理者 と協議 してい きま
す。
第 4項 (障 害福祉部障害支援課)
令和元年度以降の指定管理料 において、送迎バスの増車 に伴 うバ ス借上料 と、添乗す る保育
士の人件費 の増額分 を見込んで積算 し、指定管理者において、平成 31年 4月 か らジャンボタ
クシー を 1台 増車 しま した。
また、送迎ルー トにつ きま して も、長時間乗車す る園児 ができる限 り少なくなるように、指
定管理者 において毎年見直 しを行 つています。
今後 も、通園バ スの運行 につ きま しては、安全 な運行 を確保 し、園児 と保護者 の皆 さんにで
きる限 り負担 がかか らないよ う、引き続 き検討 してい きます。
第 5項 (障 害福祉部障害支援課)
堺市立南 こどもリハ ビ リテーシ ヨンセ ンターの施設 の老朽化等に伴 う設備改修 につ きま して
は、必要性や緊急 陛等を検討 し、計画的 に改修を進めているところです。
令和 8年 度は、同センターの 中央監視設備 更新 工事及 び空調制御装置等更新 工事設計を予算
化 しています。
今後 も同セ ンターの設備改修 につ きま しては、必要性や緊急 性等 を検討 しなが ら計画的に進
めてまい ります。
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番

号

件

名

陳情第 76号

所管局

健康福祉局

受動喫煙対策 について

(健 康部健康医療推進課 )(子 ども青少年局子 ども青少年育成都子 ども家庭課)

改正健康増進法 の施行 に関す る国 の Q&Aに よると、児童福祉法におけ る児童福祉施設 は全て第
一種施設 に該 当す るが、母子生活支援施設 の個人 の居住 スペ ースの よ うに 「人 の居住 の用に供す る
場所」 がある場合 は、当該場所 は適用除外 の場所 とな ります。
ペ
そ のため、市 としては、施設 に対 して法や条例 の趣 旨を丁寧 に伝 え、また、居住 ス ースでの喫
煙 によ り入所者 の受動喫煙 につ なが らないよ う対応 を求めてお り、施設 も入居す る喫煙者に他 の入
居者 に対す る配慮 を指導 していると聞いています。
引き続 き、児童福祉施設 での受動喫煙 の機会 がゼ ロ となるよ う、施設 に対 して適切 に指導 してま
い ります。
また、母子生活支援施設 を含 む児童福祉施設内 の受動喫煙 ゼ ロの義務規 定を盛 り込んだ条例につ
いて は、施設に対す る指導状況 を確認 しつつ 、他 自治体 における条例 の実施状況等 を研究 してまい
ります。
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番

号

件

名

陳情第 77号

所管局

健康福祉局

行政 にかかる諸問題について

。
第 1項 (健 康都健康医療推進課 健康都保健所感染症対策課)
医療体市1に ついて、病床及び宿泊施設 の確保 は、大阪府 が一元的 に行 つています。本市 とし
ま しては、医師会等 の関係機関 と連携 し、地域 の実情 に応 じた柔軟 な対応 が可能 となるよ う、
引き続き大阪府 と協力 して対応 してまい ります。
本市 の公立病院である堺市立総合医療センター は、災害拠点病院や感染症指定医療機 関 とし
て位置付 けられ てお り、市民の命 を守 る基幹病院 として、他 の医療機関 と協力 しなが ら医療提
供体制 の充実 を図 つています。
ことに
検査体制については、従来 の衛 生研究所 における検査 の他、民間検査機関を活用す る
よ り、 2, 300/日 を超 える検体 について も効率的 に検査 できる体制を確保 してい ます。引
き続 き必要な方 に迅速に検査 を受けていただ くためには、検査体制 の さらなる充実が欠かせな
い と考えてお り、衛生研究所 を始め、医療関係機関や民間検査機関等 と連携 し、体制 の充実 に
向けて、継続的 に取 り組 んでまい ります。
本市 では、堺市医師会な ど関係団体 と協力 して新型 コロナ ウイルスフクチ ンの接種 を進 めて
お り、す でに接種対象者 の約 8割 の方 が 2回 の接種 を完了 した ところです。 12月 1日 か ら
の
は、1回 目・ 2回 目の接種 に加 え、 2回 目の接種 か ら原則 8か 月以上経過 した 18歳 以上 方
を対象に、追加接種 (3回 目接種)を 実施 します。引 き続き、関係団体 の協力 を得 て必要な接
種体制 を確保 し、接種 を希望す る市民の皆様 が安心 して速やかに接種 を受けられ るよ う取 り組
んでまい ります。
特定健康診査 の検査項 目は、 メタボ リックシン ドロームに着 目して特定をしてお り、生活習
。市・ 大月
易 。子
慣病予防 に有効 とされ る国が定 めた項 目を中心に実施 して います。 また、胃 月
官・乳 がんの 5つ のがん検診 については、令和 2年 4月 か ら 2年 間の期間を延長 し、 自己負担
の
額 を無料 としてお り、 この機会 に、多 くの市民 に受診 を していただき、以後 の定期的な検診
受診 につ なげてい きたい と考えています。
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長寿社会都国民健尉 果険課)
と
′ 勺な役割を担 9
道府 県 カ 財政運営 の責任 主体 と し て 国保運営 の 中 い白
平成 3 0 年度 カ ら者卜
し た 国保制 度改革 が 実施 され
で財政運営 の安定イヒを 図 り 制 度 の持続 陛 を 局 め る と を 目 白勺と
方針 を
ま、改 正 国 民健康保険法 に基 づ 大阪府国民健康保険運営
れ 伴 ヤ 大 阪府 イ
ま した。
一
め ま し た 。 大 阪府国民健康保険運営方針
策 定 し 平成 3 0 年度 カ ら の保険料 率 の統 な ど を 定
よ 各 市町村 イ よ る 激変緩 和措置 が認 め ら
ま 平成 3 0 年 度 カ ら令 和 5 年 度 ま で最大 6 年 間 イ
で イ
父料率 つ ヤ て 基金 カ ら の 繰入れを行
ま 激変緩和措置期 問 中 の保【
れ て お り 本市 イお ヤ て イ

第 2項

ヽ

ヽ

ヽ

ます

して
き
被保険者 の負担 が急激 こ増加す る と の な ヤ よ 9 対 応
点カ ら 未就学児 イこ係 る 均等割保険料 の 5 害l軽 減措置制度
子 育 て 世 帯 の経済的負担軽減 の観 ′
減額割
ま、 国 カ 示す対象軸
手不日4 年 度 カ ら の導入 カ小 され て ヤ ま す。 本 市 と し て イ
こつ ヤ て 考
イ
こよ り 対 象
の
カ ら 財政負 担 イ
イ よ り 実施す る 予定です カ 子 育 て世帯 の 経済的負担軽減 観点
つ

とな ど

ヤ

ヽ

よ り

I

ゝ

ゝ

合

となる年齢及び軽減割合の拡大を国に要望 してまい ります。

いではなく、被保険者 と
一 の
資格証明書、短期保険証の発行に当たつては、機械的な 律 取扱
しています。なお、新
の面談の機会を確保 し、個別?実 情に基づいて判断を行い、慎重に対応
知により、資格証明
型 コロナウイルス感染症に係る医療機関の受診においては、厚生労働省通
圭

と と され て

を 被保険者証 と み な し て 取 り扱 つ

新型

コ

ロ

ナ ウイ ル

基 づ き対応 して

ヤヽ

つ ヤ て イ
よ、 国 の 通 知
ス感染症 の影響 に よ る 収入減少 に対す る 保険料減免
ま 翔理 コ ロ ナ ウイ ル ス感染症 の影響 イ よ る 収 入減少
ます
申請 イ 際 し て イ
の カ大 き ヤ 方 を 適 用 で
来 の 所得減少 係 る 保険料減 免 の つ ち そ 額

に対する 保険料減免 と
きる よ

つ

ヽ

従

必要 な書類 を提 出 ヤ た だ ヤ
ヽ

ヽ

て お り ます

限 り 軽減す る た め の 措置 で あ り ま す の で
ヤ ヽた

影響

だ

ヤヽ ま す 。

書類 を 見 直
よ る 収入減少

し

ご理角早 だ さ ヤ

申請時の負担軽減 を

険料負担 を で き る
ま、 手続 お ヤ て提 出
な お今年度 イ

こ応
各 世 帯 の状況 イ

りま し た 。 ま た

じて 保

新型 コ

ロ

ナ ウイ ル ス

感染症 の

こ係 る 保険料減免 と
従 来 の 所得減少 イ
添付 を 不 要 とす る 運 用 を行 つ て ヤ ま す 。

の

対 す る 保 険料減免 の み を希望 し

ヽ

ま、 比較 こ必要 な 譲 の
を希望 し な し 方 つ ヤ て イ
L車 交
〉
基準
ヤ て 府 内統
こつ ヤ て イ
ま 「大阪府 国 民健康保険運営 方針 」 に お
都 負 担 金 の減免 市1 度 イ
し ま し た 。 本市 で
本市 で も 平成 3 0 年度 カ ら府 内統 一基準 を導入
とを受 けて
が 定 め られ た
して
入院療養 を 受 け る 嬌 を 除 き
よ、 平成 2 9 年 度 ま で イま 減免 対象 と な る 世帯 の基 準 と
イ
こ と と の要件 を設 け て セ ま し た が 府 内統 一
納期限が到来 した保険料 に未納 がない世帯である
都負 担金減
で
る 対象 を拡 大 し ま し た 。
基準 の導入 によつて 当該要件 を削除 し、制度 を禾!用 き
‐ ムペ ージ、「 国 保 の し お り 」 等 掲載す る と と も
免制度 については、広報 さか い、市 ホ
こお V て
こ め て ヤ ま す 今後 も窓 口 対 応 イ
い
イ
区役所 窓 日において も、制度 の案 内を行 、周知 努
は、親切 で丁寧な説明を行 うよう努 めてい きます。
ヽ

ヽ

I

ヽ

ゝ

ヽ

ヽ
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第 3項 (長 寿社会部介護保険課 。長寿支援課 。障害福祉部障害支援課)
介護保険制度は、社会連帯 による相互扶助 を制度 の根幹 とす ることや、給付 と負担 の関係 を
明確 に した保険制度であることか ら、その財源 として、国・府 ・市 の公費負担割合、被保険者
の保険料負担割合 が法令で定め られてお り、被保険者 の負担能力 に応 じて保険料負担 を求める
こととされています。
本市 では、被保険者 の負担能力 に応 じた、きめ細 かな保険料段 階区分 を設定 し、基金 か らの
繰入れ を行 うことなどによ り、被保険者 の負担 が急激に増加す ることのない よ う料率 を設定 し
てお ります。今後 も、被保険者 の負担に配慮 し、安定的な介護保険制度 の運営に努 めます。
加齢J性 難聴 は、社会問題 の一つであ り、本市において も相談窓 口などで、 コロナ禍によるマ
ス ク着用や アク リルパネル設置 の影響 も加わ り、その対応 が課題 となつています。
難聴 に関す る自覚や変化へ の気づ きか ら適切なケアや 医療 につ なぐことは、難聴 に起因する
認知症な どの二次的な機能低下の予防にもつ ながることか ら、様 々な機会をとらえ、本人や、
高齢者 を支援す るケアマネ ジャー等へ の啓発に取 り組 んでい きます。
なお、加齢性難聴 を含む聴覚障害による身体障害者手帳をお持ちの方につ きま しては、補装
具 として、補聴器 の購入 に要す る費用 を助成する制度があ ります。
第 4項 (長 寿社会部医療年金課)
本市 の子 ども医療費助成制度 における一部 自己負担については、平成 16年 11月 か ら、大
阪府 の福祉医療費助成常1度 として府 内統一で導入 されてい るもので、1医 療機関当た り月 2日
を限度に各 国500円 までの負担 をいただいています。
また、平成 18年 7月 か らは、1か 月当た りの負担限度額 を 2, 500円 とす る負担 の軽減
を行 い、 これによ り、複数 の医療機 関等 に受診 し、一部 自己負担額 の合計が対象者 1人 につ き
とか月当た り 2, 500円 を超 える場合 にお いても、申請 によ り2, 500円 を超 えた分 につ
いては還付 させていただいています。
このよ うに、本市子 ども医療費助成制度における一部 自己負担 については、府 内統一ルール
の基、実施 しているため、完全無料化 については、市単独 では困難 であると考 えています。
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第 5項 (障 害福祉部障害施策推進課 。障害支援課 。障害福祉サー ビス課)
本市 では、障害 の ある方 の暮 らしの場 として、高齢化・重度化 が進んでも、住み慣れ た地域
で安 心 して暮 らせ るよ う、生活基盤 となるグループホームの量的な拡大 と機能強化 を進めてい
ます。量的な拡大 としては、新 たなグループホームを整備す る際に国庫補助金に上乗せ を して
整備費 の加算を行 つてい るほか、初度設備に対 してネ
甫助 を行 い、事業者負担 の軽減 を図 つてい
ます。 また、機能強化 としては、介護 の度合や医療的 ケアのニー ズが高 い重度障害者 に対 し
て、手厚 い支援体制 ができるよ う生活支援員 の増員及 び看護職員 の酉己
置 に要す る経費を補助 し
ています。
令和 3年 度 か らは、 グル ープホームにおいて、 日常的に医療的ケアを必要 とす る重度障害者
へ の支援体制 の拡充を図るため、補助対象に看護資格 を有す る生活支援員 の加配に要す る経費
を追加 し、さらなる機能強化 を行 っています。
そのほか、重度 の障害 の ある方が安心 して地域 生活 を送 ることがで きるよ う、 シ ョー トステ
イにお いても、強度行動障害や重度心身障害 がある方 、医療的ケアを必要 とす る方を受入れた
場合 に加算を実施す るなど機能強化を図つています。
今後 も、障害 のある方が地域で安心 して暮 らし続 けてい くことので きる体制 の確保 に努 めて
い きます。
第 6項 (生 活福祉都生活援護管理課)
人員配置については、適正な生活保護 の実施 を行 うため、社会福祉法 に基づ く 「標準数」の
ケースワー カー を確保す ることが非常に重要であるとい う認識 に立ち、正規職員によるケース
ワーカーの増員 に努 めてまい ります。また、ケースワーカー業務 の重要性 を十分認識 し、専門
煮か ら福祉職採用を継続的に実施す るとともに、ケースワーカーの質 の向上を図る
性確保 の観 ′
ため、各種研修を充実 させ るなど法令遵守の丁寧な窓 口氣忘 に努めてお ります。
扶養照会 については、国の通知では、扶養 の可能 陛の調査 における聞き取 りの 中で、要保護
者 が扶養照会を拒 んでい る場合は、その理由について特に丁寧 に聞き取 りを行 うこととされて
お ります。本市 としては、国通知の趣 旨を踏 まえ、扶養 の可能性 の調査 に当た つては、より丁
寧 に生活歴や扶養義務者 との関係等 を聞き取 り、扶養義務 の履行が期待 できると判断 された者
に対 して扶養照会 を実施 してお ります。
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・
理部学校施設課・ 学校給
第 7項 (教 職員人事部教職員 人事課・ 学校教育部学校指導課 学校管
食課 。中学校給食 準備 室・ 総務部学務課)
「′学校教育支援加配
の
本市 では現在、小学校 において 1・ 2年 生で 35人 以下 学級編制、
の
制 を行 つています。 ま
教員」 の配置 により、小学校 3年 か ら 6年 において 38人 以下 学級編
め細かな指導 を行 うた
た、小 。中学校 において 「習熟度別指導等加配教員」 の配置 によ り、き
めに、1ク ラスを分割す るな ど少人数 での学習 を実施 しています。
々な課題 があると認識
少人数学級実現 のためには、教員数 の確保や、教 室数 の確保 な ど、様
し
応 します。
してお り、国による法改正の内容をふまえ、本市の状況 に則 して検討 、対
しています。
し
また、学級編制基準の改善及び教職員定数 の増員 については、国に対 要望
る中、援助 内容 の継続 を
止
就学援助 については、準要保護者 に対す る国庫補助制度 が廃 され
図るため、現在 の認定基準で実施 しています。
に基づ き保護者 の方 々のご
学校給食 に要す る経費 の うち、食材 料費 については、学校給食 法
lヽ

負担 をお願 い しています。
「
の実施 に向けた基本的な
の
中学校給食 については、令和 2年 3月 に 全員喫食制 中学校給食
います が、給食 セ ンター方式に よる
考 え方」 において、現在中学校 では選択制給食 を実施 して
した 「堺市中学校給食 改革
全員喫食制給食 へ と移行す る ことを決定 し、令和 3年 10月 に策定
ハ
ることをめざし、取 り組
実施計画」 に基づ き、ェ員喫食制 の中学校給食 を令和 7年 度 に開始す
んでいます。
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第 1項 (交 通部公共交通担当)
ご要望について南海 バス株式会社 によります と、「晴美台回 りの、右回 り 。左 回 りの運行本
数 。時間帯につ きま しては、お客 さまの流動や、泉 ヶ丘駅を起点 としたその他路線 のネ ッ トワ
ー ク全体 のバ ランスを考慮 して決定 してお ります。右回 り 。左 回 りの運行時間帯・ 運行バ ラン
スの変更 については、多 くの客 さまの利便性 にかかわることか ら、慎重な対応 が必要 と考えて
お ります。晴美台左回 りを運行 していない時間帯については、1時 間に 1〜 3便 あ ります 22
2系 統 の金剛行 をご利用 くだ さい。今回、頂 きま した ご要望 については、今後のダイヤ作成 に
おける研究課題 として承 らせて頂きます。」 とのことです。
本市 としま しては、引き続 き、事業者 と協力 しなが らバ スの利便性向上に取 り組 んでまい り
ます。
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建設局

第 2項 (土本部南都地域整備事務所 )
当該路線は令和 2年 に沿道住民の要望を受けて一部、舗装補修 を実施 しま した。 また令和 3
年 には、大型車両な どに対す る振動 。騒音対策 として、減速 を促すための路面標示や啓発用電
柱幕 の設置などを実施 しま した。 当該路線 のその他区間にお いて も、今後、舗装更新 を順次進
めてい きます。
また、当該路線 においてバ スを運行 している南海バ スに対 しては、速度順守 などの交通ルー
ル を順守す るよう、今後も引き続 き、働 きかけます。
第 3項 (サ イクルシテ ィ推進都 自転車環境整備課)
自転車 の通行環境 の整備 について 、令和 4年 度までは優先的 に整備 を進める路線 を定めた
「堺市 自転車ネ ッ トワー ク整備 アクシ ョンプラン 50km」 を中心に整備 を進 めてお り、当該
路線は含 まれてお りません。
令和 5年 度以降も自転車通行環境 の整備は予定 してお り、当該路線 を含む南区の 自転車通学
路線 についても整備対象路線 として検討 していきます。
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第 1項 (交 通部公共交通担当)
バ ス路線 の新設など運行に関す ることは経営面な どか ら事業者 の判断 において行われ るもの
と考 えてお り、南海 バス株式会社 によると、「現在、城 山台を運行す る路線『城 山台回 り (泉
ヶ丘駅 〜城 山台)』 を栂美木多駅経 由に変更 した場合、①速達性 の低下、②所要時間の増加 に
伴 う費用増 が見込 まれ る、① と② の合計 に見合 う収入増 が見込 めず、本系統 の事業性 ・採算性
が悪化す ることが予測 されます ので、経路変更 自体は困難 と考 えます。 また、泉北ニュー タウ
ンには多数バ ス系統があ り、本系統 のみ限定 して経路 を決定す るもので もない と考えてお りま
す。泉北 ニ ュー タウンの全体は、もとよ り、堺市全体を鑑みて総合的・体系的にバス路線網 を
構築 してい くもので もあると考 えてお ります ので、 ご理解 を賜 ります よ うお願 い 申 し上げま
す。」 とのことです。
市 としま しては、今後 とも事業者 と協力 しなが ら、公共交通 の利便性向上に取 り組み ます。
第 2項 (交 通部公共交通担当)
南区の公共交通 の利便性向上を求める要望についてはその内容 を検討 し、交通事業者 と連携
しなが ら可能な限 り公共交通の利便性向上に努 めます。
第 3項 (交 通部公共交通担当)
本市 では、以前、各区内を周回す る 「ふれあいバス」 と 「みは らふれあい号」 を運行 してい
ま したが、路線バス との重複が多 く、利用 が低調 であつたことな どか ら、平成 25年 6月 末 日
をもつて廃止 した経緯 があ ります。市 としま しては、ニ ュー タウン地域 の活性化 の進捗やバス
需要 の動向を見据 えなが ら、事業者に路線バ スの利便

Jl生

助きかけてい きます。
向上をイ

第 4項 (交 通都公共交通担当)(健 康福祉局長寿社会部長寿支援課)
おでかけ応援制度 の見直 しは、令和 3年 2月 に発出 した 「堺市財政危機 宣言」を受け、全 て
の事業を総点検す る中で、時代背景に応 じて対象年齢 を見直す ことで、当制度 を存続す るもの
です。
当制度は 日常的な外出機会 に乏 しい高齢者層 の社会参画 を促す ことを目的 としています が、
平成 16年 の制度創設以来、高齢者 の就業率等 の社会参画 の状況、体力・健康 の状況 は大きく
改善 し、現在 の 65歳 〜 69歳 の方は、制度創設 当時の 60歳 〜 64歳 と同水準 となつていま
す。
このよ うに、高齢者 を取 り巻 く社会情勢な どを踏 まえ、 目的に沿 つた形で対象年齢 の見直 し
を行 うものです。
なお、令和 8年 度末時点で 65歳 以上の方 (昭 和 32年 4月 1日 以前生まれ の方)は 、引き
続 きおでかけ応援制度 を利用す ることができます。
今回の見直 しと併せ て、健や かな生活 習慣 の形成、介護予防の推進、社会参加 の促進な ど、
高齢者 の健康増進施策 の充実 を図 ります。
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(交 通都公共交通担 当)
ま
す応援制度 の 見直 し イ
お で カヽイ

令和 3 年 2 月

発 出 した

「

堺 市 財政危機 宣言

を受 け

全て

当 制 度 を 存続す る も の
とで
こ応 じ て対象年齢 を 見 直す
の事業 を 総点検す る 中 で 時代背景 イ
です。
していますが(
当制度 は日常的な外出機会 に乏 しい高齢者層の社会参画 を促す ことを目的と
・健康の状況は大きく
の
平成 16年 の制度創設以来、高齢者の就業率等の社会参画 状況、体力
〜 64歳 と同水準 となつていま
改善 し、現在の 65歳 〜 69歳 の方は、制度倉1設 当時の 60歳

す。
の見直 し
このように、高齢者 を取 り巻 く社会情勢などを踏まえ、 目的に沿つた形で対象年齢
を行 うものです。
生まれの方)は 、引き
なお、令和 3年 度末時点で 65歳 以上の方 (昭 和 32年 4月 1日 以前
続 きおでかけ応援制度を利用することができます。
の
会参加 の促進など、
今回の見直 しと併せて、健やかな生活習慣の形成、介護予防 推進、社
高齢者 の健康増進施策の充実を図 ります。
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第 1項 、第 2項 (学 校管理部学校施設課)
小 。中学校 の普通教室 、支援教室、音楽室、図書室、 コンピュー タ室については、エア コン
設置を完了 しています。 中学校 の理科室 、調 理室 、美術 室については今年度 の夏 に供用開始
し、小学校 の理科室、家庭科室については令和 4年 度 の夏 に供用開始がで きるよ う整備 を進め
ています。その他 の特別教室等については、関係部局 と連携 し調査研究 を進 めてお り、引き続
き各学校 の使用状況や国の動向、他市 の状況な どを注視 し、良好な学校施設 の環境改善 に取 り
組みます。
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第 1項 (教 育センター能力開発課)
市全体 の幼児教育 の質 の向上に向け、堺市幼児教育基本方針 (改 訂版 )に おいて、存置す る
公立幼稚園については、 これまでの ノウハ ウをいか した研究実践園 としての役割を明確 に し、
また、保育の充実を図るべ く 8年保育及 び預 か り保育を実施す ることを示 しま した。現在、本
方針に基づ き、各園で概ね 2年 間をスパ ン とした研究テーマ を設定 し、公 開保育の実施等 によ
り、民間施設等 と共に学びあ う拠点 となるよう、幼児教育センター も連携 しなが ら計画 を進め
てい ます。今年度 か ら、研究実践 に係 る消耗品の配 当、専門家 の派遣 も含めた指導助言や成果
発信 の コーデ ィネー トなどの支援 も行 つてお り、今後 も検証を行 い なが ら、研究実践の充実 に
向けた方策等 について検討 します。
第 2項 (教 育センター能力開発課・教職員人事部教職員人事課)
存置す る 4園 については、研究実践園 としての役割や支援 を要す る子 どもたちが増 えてい る
状況等 をふまえた園運営の課題等について検討 します。
第 3項 (学 校管理部学校施設課)
施設や設備 の整備 については、存置す る 4園 において、 3年 保育 と預か り保育 の実施に伴 い
空調設備 (エ ア コン)の 設置を完了す るな ど、必要に応 じて整備 を行 ってい ます。今後 も必要
な整備 を行 うことで教育環境 の向上を図 ります。
第 4項 (教 育センター能力開発課 。学校管理部学校給食課)
幼稚園給食 の実施 については、課題 の一つ と考えています。
幼児期 において、食べ る喜びや楽 しさ、食 べ物へ の興味関心を通 じて 自ら進 んで食べ ようと
す る気持 ちが育つ よ う、公立幼稚園 ではお弁 当をは じめ様 々な機会 を捉 え食育 を行 っていま
す。
第 5項 (教 育センター能力開発課・教職員人事部教職員人事課 )
閉園予定園の最終年度 については、園児 が少人数 であつても小学校以降の子 どもの発達を見
通 しなが ら教育活動 を展開 し、幼稚園教育 にお いて育みたい資質 。能力を一体的に育んでい け
るよ う、円滑な園運営 に向けて総合的な観点か ら体制を検討 します。 また、他園交流 などの教
育活動 の展開を図 ります。
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第 1項 (地 域教育支援都放課後子 ども支援課)
る基準を
放課後児童対策事業 の運営は、堺 市放課後坪童健全育成事業 の設備及び運営 に関す
づ
の
「
として実施
定 める条例 (平 成 26年 条例第 45号 。以下 条例」 とい う。)に 基 き市 事業
の
でなく、
してお り、運営事業者 の選定 において は、公募型プ ロポーザル方式 により、価格 み
これまでの実績、管理運営体制、人員確保や育成方策、運営 プ ログラム等、総合的 な運営内容
を審査 して決定を行 つています。
につい
の
なお、運営事業者 の変更があつた場合には引継 ぎを着実 に行 い、指導員 継続雇 用等
て新事業者 に配慮を依頼 しています。
では、運営事業者
委託契約 の契約期間は、単年度 での契約が原則 となつていますが、本事業
の指導員の確保や子 どもたちへ の影響 を考慮 し、現在 3年 間 としています。
して
ー
また、本市では、運営状況 を把握す るため、平成 29年度 より利用者 アンケ トを実施
ームの利用
います。令和 2年 10月 実施 の利用者 ア ンケー トにおいては、利 用保護者 によるル
となつてお
に関す る評価 が 「満足」及 び 「おおむね満足」 の回答 があわせて 9割 を超える結果
り、円滑に事業運営できてい るもの と判断 しています。
今後 も利用保護者等の意見 を聴取 し、事業の改善 に努めます。

第 2項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課)
ことも可 として
置については、国では参酌基準 として各地方 自治体で 1人 とす る
指導員の酉己
いますが、条例に基づ き、支援 の単位 ごとに 2人 としてお り、夏季体業期間を含め利用児童数
に応 じて指導員 を配置 しています。
は、休室
なお、令和 3年 度においては、統計基準 日の 5月 1日 か ら 11月 現在の利用児童数
のまま
8人
は
児童を除き 160人 以下で推移 してお り、支援の単位 は 4組 織、必要な指導員数
で、利用率換算の影響は生 じていません。
第 3項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課)
しなが ら業務 に従事 し
指導員 には、感染 リス クがある中、教職員 と同様に感染症対策 を徹底
ていただいていると理解す るとともに感謝 しています。
々のスキルア
そ のよ うな中、指導員 の処遇改善 については、課題 であると認識 してお り、個
の
が行 えるよう引き続
ップやモチベーシ ヨンの向上につ ながるよう特 に各事業者 が人件費 確保
き予算 の確保 に努めます。
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第 4項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課 )
新金岡小学校 のびのびルームにおいては、令和 2年 度までは利用児童数 が増力日
傾向にあ りま
したが、令和 8年 度については、新型 コロナ ウイルス感染症 の影響 もあ り、利用児童数が減少
しています。
なお、指導員 の配置については、利用児童数 に応 じて定員 40人 に対 し2人 を配置 していま
坑
また、定員 を設定す るための利用率については、可能な限 り待磯児童 を無 くすため、国の基
準 に従 い、登録時に調査 した週の利用希望 日数 をもとに算出す る方法 となっています。
掃除機等 の備品については業務仕様書において運営事業者 が用意す ることとなつてお り、引
き続 き必要な備品を揃 えることができるよ う、委託費について予算 の確保 に努 めます。
施設、設備 の更新については、計画的かつ継続的な環境整備 に努 めています。なお、専用教
室及び共用教室 の床 の改修 については平成 30年度 に 13校 、令和元年度 に 10校 、令和 2年
度は 5校 の改修を実施 しま した。
第 5項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課 )
指導員 の 自転車については、学校 の協力 の もと学校 の屋根付きの駐輪場 の使用 が可能 とな り
ま した。
第 6項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課)
放課後児童対策事業 の運営経費については、受益者負担 の観点か ら一部負担金 を設定 してい
ます。
なお、負担金については、きょうだい減免 は実施 していませんが、保護者 の所得状況 に応 じ
て減額・免除をす る制度を設けています。
また、急激 な収入減少等で負担金 の納付 が 困難になった家庭 については、個 々の事情を判断
し、対応 しています。
第 7項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課 )
今回、指導員 がけがをされたことを受 け、教育委員会 が現場 を確認 した上で、学校 の協力 の
下、安全な退動経路を新たに設定 しま した。
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第 1項 (地 域教育支援部地域教育振興課 。放課後子 ども支援課)
複数 の放課後児童対策事業があることについては課題であ り、事業 を統一 してい く必要があ
ると認識 しています。利用す るすべ ての児童 にとつて よ りよい もの となるよ う、事業 の統一方
法やその進 め方について検討 を行 つています。
また、堺市教育 スポーツ振興事業団が設 立後、一定 の年数 が経過す る中、放課後児童対策事
業へ の民間事業者 の参入が進んだ ことか ら、同事業へ の参画 の必要性を検討す ることを通 じ、
同事業団の実施事業や運営体制等を見直す ことで、外郭団体 としてのよ り効果的・効率的な公
共サー ビスの提供に資す ると考えています。
第 2項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課)
指導員 の配置については、堺市放課後児童健全育成事業 の設備及 び運営 に関す る基準を定め
る条例 (平 成 26年 条例 45号 )に 基づ き、支援 の単位 ごとに 2人 としてお り、そ の うち 1人
を放課後児童支援員 としています。なお、国では参酌基準 として指導員 の配置は支援 の単位 ご
とに各地方 自治体 の判断で 1人 とす ることも可 としていますが、本市では 2人 としてい ます。
なお、本市が開設 している支援 の単位 に必要な放課後児童支援員数及 び活動場所は確保でき
てお り、 日々の出席児童数 の状況 に応 じて、柔軟 に活動できると考 えています。
第 3項 (地 域教育支援都放課後子 ども支援課)
待機児童解消 のため、活動場所については、国の基準を遵守 しつつ、専用教室 のほか、学校
の協力 の もと、放課後に活動 できる共用教室等 の確保 を行 つています。
また、学校 によつて利用児童数 が異なることか ら、当該校 の状況 に応 じた工夫を行 いなが ら
活動を行 つています。
第 4項 (地 域教育支援部放課後子 ども支援課 )
「
事業実施 に必須 である、放課後児童支援員を養成す るため大阪府 が実施す る 放課後児童支
援員認 定資格研修」については、本市 として も計画的 に受講枠 の確保 に努めています。 この研
修 の受講 によ り、放課後児童支援員 の 目的や制度 の内容、子 どもの発達な どの基礎知識、子 ど
もの生活や遊びの支援、安全対策 な ど必要な知識・技能 の習得 を図っています。
また、業務運営 に必要であると考える分野 の研修 については業務仕様書で規定 し、各運営事
業者 において研修 を実施 してい る他 、大阪府が実施す る放課後児童支援員等資質向上研修等の
各種研修 の情報 について、各運営事業者 に対 し案 内を行 つています。
指導員 の処遇改善については課題であると認識 してお り、個 々のスキルア ップや モチベーシ
ョン向上につ ながるよう引き続き予算 の確保 に努めます。

119

番

号

件

名

陳情第 84号

所管局

教育委員会事務局

放課後施策等 について

第 5項 (地 域教育支援都放課後子 ども支援課)
のびのびルームの運営方法、施設、児童規模 については、学校 によつて利用児童数 が異な る
ことか ら、当該校の状況 に応 じた工夫を行 いなが ら活動を行 つています。
なお、本市が開設 している支援 の単位 に必要な放課後児童支援員数及 び活動場所は確保でき
てお り、 日々の出席児童数 の状況 に応 じて、柔軟 に活動できると考えています。
第 6項 (1)(地 域教育支援部放課後子 ども支援課)
これまでに、マス ク等、入手困難な衛生用品等については、市 が 中心 とな り確保 に努 めてき
ま した。今後 も、供給状況を見なが ら、衛生管理に必要な物資 の購入等、通常時 より使用量 の
増 える物資や特に購入が難 しい物資 が発生 してい る場合 には確保 に努 めます。
今後 も事業者 と情報 を共有 し、必要な対応 に努めます。
第 6項 (2)(地 域教育支援部放課後子 ども支援課)
指導員には、感染 リス クがある中、教職員 と同様 に感染症対策を徹底 しなが ら業務に従事 し
ていただいてい ると理解す るとともに感謝 しています。
しか しなが ら、指導員へ の慰労金については、現在の ところ予定 していません。
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