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【Ⅰ】 医療保険制度に対する要求

１.後期高齢者医療制度の改善について

あきる野市の高齢化率は 3 割を超え、高齢者のいる世帯は全世帯数の約 4割弱、

高齢者の単身世帯と高齢者夫婦のみ世帯では全世帯数の約 2 割です。 75 歳以上

の高齢者の所得別の人数は、昨年度調査で、所得ゼロの方の割合が 5割を超え、所

得 85万円以下の場合では 7割以上に及び、大半が低所得者であることが見えていま

す。 これらの実態を踏まえ、市による生活保障の施策が極めて重要と考え次の要望

をいたします。

（1）後期高齢者医療制度保険料の軽減措置をとってください。

都の保険料は、2021 年度までは均等割額 44,100 円、所得割率は 8.72％です。軽

減特例の所得割廃止、低所得者に対する均等割軽減措置も廃止し、2021 年には原

則 7 割になりました。低年金の中で、高齢者の生活を追い込んでいます。また、国は

窓口負担 1割の方の一部を 2割にすることを反対があったにもかかわらず決定し進め

ようとしています。そこで、次のような軽減措置を要望します。

① 基本的には、国に対し保険料の負担軽減を働きかけると共に、都並びに市として

も負担軽減の具体的対策をとるよう要望します。

→保険年金課

【回答】

保険料の負担軽減につきましては、低所得者の方の負担を最小限に抑え、きめ細や

かな対応を講ずるよう、国に対して引き続き要望しております。

② 75 歳以上の窓口負担を一定の所得の方（世帯）について 2 割にする方向が決め

られ進んでいます。窓口負担の増加は、必要な医療を受ける機会が奪われることに

なり、重症化する危険もはらむと医師会等が意見を提起してきました。高齢者の生

活実態を踏まえ、市として、見直しを含めた意見等を出してください。

→保険年金課

【回答】

自己負担の見直しにより必要な受診が抑制されるといった事態が生じないよう、情報

提供や丁寧な説明を行うなど、負担割合が増える被保険者に十分配慮するよう要望し

ております。

（2）後期高齢者医療制度の窓口負担軽減を他の町村の動向も参考に、次の要望をしま

す。

（参考）日の出町は医療費本人窓口負担全額助成、檜原村は医療費本人窓口負担

の半額助成を実施しています。経済的な負担を心配することなく医療に安心してか
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かることができ、早期発見・早期治療で重篤化を防ぐ上でも住民から喜ばれている

施策です。

① 国の保険料負担が改悪されたことも踏まえ、後期高齢者医療制度医療費窓口負

担助成制度の確立で、病院等にかかりやすい軽減措置をお願いいたします。

（例 一定額以上の窓口負担分助成等も検討する）

→保険年金課

【回答】

後期高齢者医療制度は、都道府県単位の広域連合で運営しており、都内の被保険

者が一様に負担し、サービスを受けられることが基本であると考えております。このことか

ら、現時点で市が独自で軽減策を行うことは難しいと考えております。

② 貴市が75歳以上医療費窓口負担無料化を進めた場合、令和2年度の一般会計

にしめる決算の場合約何％に相当しますか。※昨年の回答では一般会計にしめる

75 歳以上の医療費一部負担金の額は平成 30 年度で 2.59％程度です。

→保険年金課

【回答】

被保険者が負担する令和元年度の医療費一部負担金は約８億５,０７０万円となって

おり、令和２年度一般会計歳出決算に対しては、約２．０５％となります。

2. 国民健康保険制度に関しての要望

国民健康保険（略 国保）制度は、被用者保険退職後の大半が加入する公的医療

保険制度の根幹です。国民健康保険法第1条は「社会保障及び国民保健の向上に寄

与することを目的」とされています。国保は、無職の方（主に年金生活者）やパート労働

者など被用者健康保険制度の適用を除外された非正規労働者など低所得者が多く加

入する制度になっています。（あきる野市の場合、回答によれば、令和元年度の 7月時

点では、加入世帯の平均所得は約 148.5 万円です。令和 2 年で所得 100 万円以下の

世帯数が 7割という実態は続いています）

そのことも踏まえ、次の要望の実現を図ってください。

（1）国保税の均等割部分の改善について

① 18 歳以下の子どもの国保税の均等割部分の全額負担免除を基本的に要望し

ます。

令和元年度決算によれば 18 歳までの均等割合計は保険税に占める率は

2.65％との回答がありました。第 2 子からの半額助成の改善については多子世帯

の軽減措置として評価しています。さらなる改善に向け、要望するものです。今後、

国の施策により未就学児の均等割の軽減が 2022 年度から始まります。そのことも

踏まえ、改善についてさらに検討して下さい。

→保険年金課
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【回答】

現在の医療費の動向として、一人当たりの医療費は、高齢化、医療技術の高度化な

どにより、依然として増加傾向が続いております。

一方、医療費を支える財源につきましては、国や東京都からの負担割合が据え置か

れ、保険税収入も国保加入者の減少に伴い減収傾向にあることから、非常に厳しい状

況となっております。このため、国保制度を維持していくためには、所得や世帯の状況に

応じた負担をお願いする必要があります。

また、現在、実施している多子世帯への減免に関しましては、市が独自に負担軽減を

行うものであり、そのための財源を確保する必要があります。このことから、更なる減免を

行うことは困難な状況にあると考えております。

国の施策による未就学児の均等割の軽減につきましては、国に対して、東京都市長

会及び全国市長会を通じて、制度の拡充について、引き続き要望・提言を行っていると

ころであります。

② 都に対し、均等割軽減について国以上の負担軽減策に取り組むよう他の自治体

とも連携し要望・意見をあげてください。

→保険年金課

【回答】

負担軽減策につきましては、国の施策がさらに充実するまでの間、東京都独自の支

援について、東京都市長会を通じて、要望・提言を行っているところであります。

（2）国保特別会計の収入の確保について

① 国の財政負担について、1984 年以前へ戻すよう意見を上げてください（特

に定率負担を増やし元に戻す方向で要請して下さい）。

→保険年金課

【回答】

国の財政負担につきましては、東京都市長会を通じ、国に対して現行の国庫負担割

合の引上げと低所得者対策の実施を要望しております。

② 都に対し、独自の財政負担を増やすよう働きかけてください（国保法第

75 条の補助金を含め）。

令和 2 年度決算額での都独自の補助金の額ならびに歳入予算に占める割合は

どの程度ですか、示してください。

→保険年金課

【回答】

令和２年度の決算額で、都費補助金は約８，１００万円、都繰入２号分は約５，４００万

円、合計で約１億３，５００万円となります。歳入予算全体に占める割合は、１．６％です。

今後も東京都に対し、さらなる財政支援を要望してまいります。
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③ 一般会計からの法定外繰入ついては法的に問題がないことは、国会答弁で

も明らかです。市としては、「保険税率上昇の抑制に努めているとの」回答をこの間

受けております。ぜひ、その立場を堅持し、一般会計からの繰入れの継続や積立基

金の活用で、保険税の値上げは抑制するよう要望します。

→保険年金課

【回答】

国民健康保険税につきましては、法定外繰入を継続して実施するとともに、基金を活

用した年度間の財源不足に対応することで、保険税率上昇の抑制に努めてまいりまし

た。

しかし、法定外繰入につきましては、国及び東京都の方針等に基づき、今後削減に

取り組むことが必要となるため、被保険者の負担を考慮し、基金の活用等に努めながら

運営に当たっております。

市といたしましては、収納率向上による歳入の確保や、「あきる野市国民健康保険デ

ータヘルス計画」「あきる野市健康増進計画」等に基づく保健事業等を推進し、保険給

付費の削減に取り組むことで、保険税率上昇の抑制に努めてまいります。

④ 国は赤字補てんの一般会計からの繰入について解消するよう都や市への指

導を強めています。国や都が一般会計からの赤字繰入解消は、保険料の値上げに

結びつきます。市が赤字繰入れしないでも被保険者の負担増にならないだけの独

自の財政支援を国並びに都に行うよう求めてください。それなくしては国保加入者

の負担は強まり、滞納増等にもつながりかねません。

→保険年金課

【回答】

財政支援につきましては、東京都市長会を通じ、国や都に対して、要望・提言を行っ

ております。

（3）国民健康保険法には、第 44 条による窓口の一部負担金の減額・免除・猶予

の規定や第 77 条による保険料の減免等の規定があります。

① 市の条例・要綱に基づき一定の措置がされていますが、昨年度の実施状況につ

いて要綱別に該当者数等についてご回答ください。昨年の回答では窓口の一部

負担金は「実績なし」とされています。該当項目には災害等・倒産、失業等があると

思います。新型コロナウイルス禍で事業閉鎖や失業等が生じたと思われます。軽

減措置が周知されていますか。

→保険年金課

【回答】

一部負担金 実績なし

保険税減免 ８６７件 ３０，６４５，７００円

減免等につきましては、市のホームページやチラシなどにより周知しております。
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② 保険料の減免について、前年度より収入が減少する場合の軽減措置の幅を細

分化するなど要綱を改善しして、被保険者の負担軽減を具体化してください。（前

年所得より所得が落ち込んだ場合の基準を自治体によっては、10/100～90/100

など細かく刻み、設定しているところもあります。）

→保険年金課

【回答】

世帯収入減少による生活困窮世帯に対しては、納税相談などを実施し計画的な納付

にも対応しております。

それでも生活困窮が原因で、納付ができないなどの場合は、福祉担当部署へご案内

しております。

③ 新型コロナ感染症について、国が暫定的でしたが傷病手当金の実施を行いまし

た。その実績を回答時点でお示しください。また、感染症に伴う要請等で国保減免

に該当した方や徴収猶予を利用された方の今までの状況を示してください。

→保険年金課

【回答】

令和２年度

傷病手当 １件 １６，４４０円

保険税減免 １４４件 ２３，４４０，４００円

保険税猶予 １２人 １０，２２８，０００円

令和３年度

傷病手当 ３件 ８３，８３８円

保険税減免 ３２件 ４，２２８，８００円

保険税猶予 実績なし

④ 今後の改正として、通常時期（コロナ禍でない）での被用者保険並みの改

善を要望します。国保は、非正規雇用で働く若者世代の方もおりますが、健

康保険法の適用でないため、出産手当金や傷病手当金などが支給されていま

せん。

国・都・市町村を含め、国保加入者の制度上の差別の問題点を改め、国の財政

措置を含めての改善を要望します。

→保険年金課

【回答】

医療制度である国民健康保険では、医療給付以外の所得補償はなく、現時点で実

施の予定はありません。

（4）無料低額診療があることを、ぜひ広報等でも周知（特に多摩地域の病院）してくださ

い。



6

→生活福祉課

【回答】

本事業は、経済的な理由によって必要な医療を受けられない方に対して、無料又は

低額な料金で一時的に診療を行う制度です。令和３年８月現在で東京都内に５５箇所の

無料低額診療施設がありますが、市内及び近隣市町村にはありません。また、各医療機

関によって無料又は低額となる条件が異なるため、各病院にお問い合わせいただき、他

の公的制度や社会資源の活用の可能性を検討した上で、審査が行われますので、市で

は生活・就労相談窓口において相談をお受けする中で、必要と思われる方に紹介して

まいります。

なお、生活・就労相談窓口等につきましては、引き続き広報等で周知をしてまいりま

す。

（5）国保税滞納者の差押えの実態をお知らせください。

① 生活が困るような方に対する差押え等はしないよう徹底してください。

→徴税課

【回答】

滞納処分につきましては、関係法令に基づき適正に執行しております。また、窓口等

で福祉部門への相談や支援等が必要と判明した場合には、関係部署につなぎ連携をと

って対応を行っております。

② 子どもの学資保険の差押えはしないよう引き続き求めます。

→徴税課

【回答】

学資保険以外の差押可能財産がある場合は、学資保険の差押えについて、可能な

範囲で配慮しています。

また、滞納処分につきましては、関係法令に基づき適正に執行しております。

③ 収納率アップなど、インセンティブの強調(保険者努力支援制度)が無理な滞 納

処分等に繋がることがないよう強く要請します。

→徴税課

【回答】

滞納処分につきましては、関係法令に基づき適正に執行しております。

（6）短期保険証の発行は、正規の保険証を発行し原則しないように求めます。

とりわけ、経済的な実態から支払いが困難な方、健康状態などで保険証の必要があ

る場合、正規の保険証を交付するよう改善に取り組んでください。

→保険年金課

【回答】
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短期保険証は、納税相談に来ていただくことを基本に発行しております。納税相談に

来られない方に対しては、有効期限が切れるまでに郵送で発行しておりますので、全て

の方が保険適用で受診ができます。

（7）保健事業として人間ドック・脳ドックの補助制度の創設をしてください。

健康保険組合等では、働く人の人間ドックに助成しているところが多い状況にあり

ます。人間ドックは病気の早期発見に一役かっていると新聞でも報道されています。

多摩地域でも特定健診項目を含めた人間ドック・脳ドックへの一部補助を実施して

いる自治体が26市中16市あります。青梅市では、30歳以上の国保・後期高齢者医

療制度の被保険者に指定医療機関で人間ドックを受診した場合、その費用の一部

（20,000 円）を助成しています。あきる野市でも他市に見られるように疾病の早期発

見や未然に脳血管疾患等を予防し、健康の保持増進を図るため、人間ドック・脳ドッ

クの一部補助を行って下さい。

→健康課

【回答】

市では、市民の健康の保持・増進を図るため、特定健康診査及び後期後期高齢者健

康診査における受診率の向上や脳血管疾患の予防に取り組んでいるところであります。

他市において、市独自事業として人間ドック･脳ドック利用費一部助成に取り組んでいる

市があることは承知しております。現在のところ、一部助成の実施は予定しておりません

が、今後、受診率の向上、人間ドック･脳ドックの利用者増加及び予防対策としての効果

等について、検証する必要があると考えております。

3. 健康診断等医療問題に関して（特定健診、がん検診など）

憲法の社会保障の理念やがんの早期発見による医療費抑制を考慮すれば、本人

が費用負担を考えないで、検診できることが大切です。今年度から、個人負担の軽減

が若干なされたことは、対象者の変更はありましたが、改善された点は、評価します。

無料化に向けさらに改善するよう求めます。

（1）検診は、「健康は自身の責任」という考えではなく、国を含め、社会保障の健康の権

利から必要性等が認められているものです。

大腸がん、肺がん、胃がん検診など自己負担なしでできるようさらに予算化し、改

善へ努力してください。

→健康課

【回答】

がん検診は、健康増進法に基づき実施しており、費用の一部負担につきましては受

益者負担の原則と共に、検診が受診者自身の健康保持を目的としているため、検診費
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用の一部を受診者本人にもご負担いただいております。令和３年度からは、より多くの対

象者が健診を受診しやすくなるように負担額を減額し、実施しておりますので、負担軽

減と受診率向上の関係等について検証していきたいと考えております。なお、生活保護

受給者には、生活保護受給者証明の提出により無料にしております。

（2）令和 2年度のがん検診の受診率（前年度からの伸び率含め）と受診率向上の取り組

みをお示しください。また、市として受診率の目標があればお示しください。コロナ

禍の影響等についてあればお示しください。

→健康課

【回答】

・指針外の対象者を含む受診率 単位（％）

※ 胃、大腸、肺及び前立腺がんは、（当年度受診者数）を（当年度対象年齢人口）で

除した受診率。

※ 乳及び子宮がんは、｛（当年度受診者）＋（前年度受診者）｝を（当年度対象年齢

人口）で除した受診率（乳及び子宮は２年に１回の間隔で受診対象となるため）。

・指針どおりの対象者の受診率 単位（％）

※ 胃、大腸、肺及び前立腺がんは、（当年度受診者数）を（当年度対象者数）で除し

た受診率。

※ 乳及び子宮がんは、｛（当年度受診者）＋（前年度受診者）｝を（当年度対象者数）

で除した受診率（乳及び子宮は２年に１回の間隔で受診対象となるため）。

※ （当年度対象者数）は、４０歳以上の人口（子宮頸がんは２０歳以上の女性、乳がん

は４０歳以上の女性）に対象人口率（職場で検診機会がある者や、人間ドック等で

がん検診を受診した者を除いた、がん検診対象者の割合（都が実施する５年に１度

の調査により算出）を掛けて計算する。

本市のがん検診の便利なポイントは、①がんセット検診 ②グループ検診 ③一時保

育サービス ④大腸がん検診の代理提出、⑤土日及び早朝８時からの検診受診の５つ

の取組が挙げられます。申込みに当たっては、前年度、前々年度にがん検診を申込み

した方には、受診案内と全てのがん検診が一覧になった申込書を郵送するなど利便性

の向上に努めております。

また、例年は、市ホームページへの掲載や公共施設、町内会・自治会の掲示板、市

実施年度 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん 前立腺がん

元年度 ８．８ ２０．０ １０．０ ２０．９ １６．８ ２４．４

２年度 ６．１ １７．１ ６．８ １６．７ １３．３ ２１．０

実施年度 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん 前立腺がん

元年度 １６．１ ３５．４ １６．２ ３２．１ ２７．７ ―

２年度 １１．３ ３０．３ １１．１ ２６．４ ２２．０ ―
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内スーパーなどへのポスター掲示、健康づくり市民推進委員などによる地域での声かけ、

健康づくり事業、イベント等での周知活動を行っております。

さらに、土曜日、日曜日の受診日を設定し、平日仕事で受診できない方への対応や

朝８時からの検診開始、大腸がん及び前立腺がん検診は、医師会の協力を得て、特定

健診や後期高齢者健診と同時に受診できることなど、受診環境の整備に努めておりま

す。

このような中、令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響から、一部ポスターなどの掲示を中止するなどの対応を行いました。

受診率の目標につきましては、厚生労働省が策定したがん対策推進基本計画にお

いて５０％を目標値としておりますので、本市としては、前述のような利便性向上に取り

組むことにより、受診率の向上に努めております。

（3） 骨粗しょう症の検診について、啓蒙活動等をされていることが昨年の回答で示され

ました。継続し実施率が上がるよう努力を要望します。

→健康課

【回答】

骨粗しょう症検診は、超高齢社会の進展により、骨粗しょう症が骨折等の基礎疾患と

なる方の増加が予想されることから、早期に骨量減少者を発見し予防することを目的に

実施しております。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から検診を中止とした

ため、令和３年度につきましては令和２年度の対象者も併せて受診できる機会を設け、

市広報紙、ホームページ、メール配信等での募集に加え、節目の年齢となる５０歳の対

象者には個別勧奨を行い、できるだけ多くの方に自身の体の状態を知っていただく機

会となるよう、努めてまいります。

（4）特定健診の心電図・眼底検査は医師の判断によるとされています。重篤化防止から

は、国の基準を超え、希望者する方には全員対象での実施をお願いします。

→健康課

【回答】

特定健康診査はメタボリックシンドロームに着目して、生活習慣病の予防と早期発見

を目的としているものであります。検査項目は国の実施要綱に基づき、市の実施計画に

定められており、心電図及び眼底検査は「詳細な健診」として健診結果で医師が必要と

認める者に行うとしています。

平成３０年度からは「詳細な健診」を実施するための基準が変更されたことにより、心

電図・眼底検査の受診者数も増加しています。また、心電図につきましては「詳細な健

診」に該当しない方でも市の「追加項目」として医師の判断で受診できることから、健診

結果等により医師が必要と認める者については心電図を実施しております。
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（5）耳の不自由な高齢者が増加しています。下記の要望を実現してください。

① 高齢者の補聴器購入助成制度を実施してください。

70 歳以上の高齢者の約半数が加齢性難聴と言われます。言葉が聞こえにくくなる

と認知症のリスクも高まると言われています。

現状では、東京の区部では約 6割が実施しています。全国的にも 39 市区

町村が助成へ動き始めています。「他市の状況を踏まえて」との他市待ちの

回答ではなく、補助に向けた市独自の施策を求めます。区における補助の実態

や他県・市町村の実態も参考に具体策を検討して下さい。

→高齢者支援課

【回答】

高齢者在宅サービスセンター利用者や介護予防教室などの各種事業の参加者に

「聞こえ」に関するアンケートを実施しており、高齢者の補聴器の利用実態や将来的な

使用の可能性などの把握に努めております。引き続き補聴器のニーズ把握等に努め助

成制度の必要性を研究してまいります。

② 市民検診にぜひ独自の聴力検査を実施し、健康で過ごせるようにしてください。

聴力の悪化を防ぐことは、認知症を防ぐうえでも効果があると思います。

→健康課

【回答】

市では東京都後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、「高齢者医療健康診査」

を実施しています。健診項目につきましては、国が示す特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する基準に基づき実施しております。

今後も国が示す基準に基づき、健康康寿命の延伸、QOL（生活の質）の維持・向上を

図るために実施する考えであります。

（6） 肺炎を撲滅させるため高齢者肺炎球菌ワクチンへの助成を定期接収以外の任意

接種にも適用を拡大してください。また、助成額を引き上げてください。

→健康課

【回答】

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種につきましては、予防接種法に基づき実施し、

接種者に対して助成を行っており、令和３年度につきましては、東京都の助成が１０月か

ら３月接種分まで追加されております。

市では今後も予防接種法に基づき、実施していきますので、定期予防接種以外での

適用の拡大と助成額の引き上げにつきましては、考えておりません。

4. 子どもの医療費助成について
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① 子どもの医療費助成について、「所得等の額によらず、だれもが必要に応じ

て利用できるように」の声（8 割）に応えて、所得制限をはずしてください。

西多摩 8 自治体で所得制限のあるのは、あきる野市のみになりました（瑞穂町が

制限なしへ改善）。

→子ども政策課

【回答】

義務教育就学児医療費助成制度は、東京都の独自制度であり、保険診療の自己負

担額の一部を助成するもので、福祉施策における応能負担原則の観点から所得制限が

設けられております。

市といたしましては、東京都の制度に準拠し、独自に所得制限を撤廃する予定はあり

ませんが、引き続き、東京都に対して所得制限の撤廃を要望してまいります。また、市長

会などを通じて、国に対しても同様に全国統一の国の制度として子ども医療費助成制度

を創設するよう要望してまいります。

② 医療費助成の対象年齢を 18 歳年度末まで引き上げてください。

（医療費助成は高校卒業までとする自治体が 2019 年 4 月で、市区町村 1741 自治

体で通院時 659（37.85％）、入院時 715（41.0％）と前年より伸びています。都・国の

統一した制度としてこだわるのではなく全国的な傾向について敏感に受け止め踏み

切り、国や都へも意見をあげてください。）

→子ども政策課

【回答】

対象年齢の引き上げにつきましても、所得制限の撤廃と同様に、東京都及び国に対

し地域間格差が生じないよう統一した制度として実施するよう要望してまいります。

5. 公立あきる医療センターを含めた医療体制の充実について

① 地域の医療センターとして医師・看護師の確保など医療体制の充実に向け取り組

まれるよう要望します。特に、夜間における内科・とりわけ外科対応を含め救急体制

の充実を引き続き図ってください。

→健康課

【回答】

公立阿伎留医療センターでは、医療体制の充実に向け、医師・看護師などの確保に

努めている状況であります。救急医療体制についても「断らない救急の推進」を目標に

掲げて患者さんに適切な医療を提供できるような取組を進めています。

市といたしましても、地域における医療提供体制の充実は重要であると認識しており

ますので、ご要望につきましては、公立阿伎留医療センターへ繋げてまいります。

② 入院病棟の削減などにより、必要な医療が十分受けられないことが起きないよう医

療を受ける方々の目線に立った改善を国にも求め、対応してください。
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→健康課

【回答】

公立阿伎留医療センターでは、毎年、関連団体である全国自治体病院協議会を通じ

て国に要望書を提出しています。直近では令和３年５月に提出されており、病院、病床

の機能再編を踏まえた要望も盛り込まれています。

ご要望につきましては、公立阿伎留医療センターに繋げてまいります。

③ 新型コロナウイルス感染症などの緊急な対応について安心しできる医療体制の確

保（病床確保等含め）を国や都も含めて充実できるよう求めます。

→健康課

【回答】

公立阿伎留医療センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、継続し安

定した医療体制の確保のため、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急要望」を関連

団体である三多摩島しょ公立病院運営協議会を通じて国及び東京都に提出しています。

市といたしましても安心できる医療体制の確保に努めるため、公立阿伎留医療センター

を支援してまいります。

④ コロナによる影響で緩和ケアを含め通常の医療が滞ることのないようにお願いしま

す。

→健康課

【回答】

市といたしましても、地域における医療提供体制の充実は重要であると認識しており

ますので、ご要望につきましては、公立阿伎留医療センターへ繋げてまいります。

【Ⅱ】 介護保険制度等に関する要望

平成 31 年 1 月 1 日現在のあきる野市アンケート調査によれば、要介護 3以上と認

定された方は、64 歳以下も若干含めて 1,491 人に上ります。施設別入所者数につい

ては平成 31 年 4 月 1 日現在のデーターですが要介護 3以上で見ると 753 人となっ

ています。原則、要介護 3以上の場合、特別養護老人ホーム等の入所が可能な対象

とされています。

昨年のアンケート調査によれば、令和 2 年 4 月 1 日の入所待機者は把握していな

いとのことでした。入所されていない方は、家庭等での対応がなされていると考えられ

ます。ご本人への家族の方の負担を減らす上で、実態の把握と共に家族への思いに

寄り添う施策の充実が求められます。地域包括支援センターと緊密な連絡を図ることも

含め、市として、市民の情況把握を含めた責任も果たし、具体的な家庭への助成を含

めた支援策をお願いします。また、認知症に対する正しい知識の普及に取り組んでく

ださい。
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（1）要支援 1・2 の訪問介護、通所介護が、市の総合支援事業に 2018 年の 4 月から

移行し 4年目に入りました。

①利用者のサービス選択の意思を尊重してください。

→高齢者支援課

【回答】

介護予防・日常生活支援総合事業については、利用者の状態などを踏まえ、地域包

括支援センターの介護支援専門員の方が介護予防サービス計画を作成し、利用可能

なサービスとなっており、利用者の希望等を尊重しております。

②介護保険と同等のサービス（現行相当）が継続できるようしてください。

→高齢者支援課

【回答】

市の介護予防・日常生活支援総合事業は、介護保険から移行される前と同様のサー

ビスを実施しており、移行後においても利用者が必要なサービスを利用できるよう予算を

措置しております。

（2） 要介護 1・2 であっても一定の基準（4 項目）の場合、特養などの入所が可能です。

具体的な要望数と入所状況・人数を提出作成時点でお示しください。とりわけ、要介

護が 2以下でも家族の負担状況を丁寧に把握し希望に沿った判断を求めます。

→高齢者支援課

【回答】

要望数については把握しておりませんが、特例入所に関して、施設から市に寄せられ

た意見照会の件数は、令和２年４月１日以降、令和３年８月末現在の状況で２件です。

また、令和３年７月の給付実績において、要介護１及び要介護２で特別養護老人ホーム

を利用している方は、要介護１の方が２名、要介護２の方が７名となっております。

（3） 介護事業所の実態等についてお聞きします。

① この1年間で、休止や廃止した事業所はありましたか。ある場合はその数や理由

をお知らせください。（特にコロナ禍の影響等もお知らせください）

→高齢者支援課

【回答】

市が指定するサービスについて、令和２年４月１日以降、令和３年８月末現在の状況

で、お答えします。

居宅介護支援事業所で２事業所が廃止となっております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により休止をした事業所の内、市に報告があ

ったものは、地域密着型通所介護で１事業所となっております。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響があったか確認はしていませんが、居宅介

護支援事業所のうち１事業所が休止を届け出ております。
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② 総合事業から撤退した事業所があれば理由とその数をお示しください。

→高齢者支援課

【回答】

令和２年４月１日以降、令和３年８月末現在、総合事業から撤退した事業所はありませ

ん。

③ ヘルパーなど事業所等で必要な人材が不足しているという昨年の回答がありま

した。市としての財政の援助を含めた対応策についてお知らせください。

→高齢者支援課

【回答】

市では、総合事業（訪問型サービスＡ）のヘルパーとして従事することのできる職員を

確保するための養成研修を実施しております。また、令和２年度からは、さらに上の資格

を目指せるよう、同養成研修を入門的研修と一体的に実施するよう制度改正いたしまし

た。

また、市民に対する資格取得の支援として、介護福祉士の資格を取得し又は実務者

研修若しくは初任者研修を受講し、市内の事業所に定着した場合に、その資格取得等

に係る経費の一部を補助する事業を始めるなど、人材の確保・定着に向けた取組を、令

和３年度から実施しております。

④ 昨年の 7月 27日厚労省は、第 8期介護計画に感染・災害対策を盛り込むように

決めました。昨年の回答で、「事業所間相互応援チーム」を発足したとあります。

昨年度対応された事例があればご紹介ください。

今後に向けた対応策について市の検討課題があればお知らせください。

→高齢者支援課

【回答】

「事業所間相互応援チーム」の派遣し対応した事例はありませんが、同応援チームに

登録いただいた職員に対して、公立阿伎留医療センターの協力の下、感染症に関する

研修を実施いたしました。

第８期あきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中でも、感染症対策、

災害対策について位置付けており、介護施設等と連携をして、ＢＣＰ計画の策定や新型

コロナウイルス感染症に対する対応について、情報提供や体制構築などの支援をして

いきたいと考えております。

（4）介護による家族の負担は経済的負担、精神的な負担など重くのしかかります。

国は介護保険制度から市町村への総合支援事業への方向を強めるなど問題が

あります。あきる野市は基金の活用を広げ、人材確保・健康づくりへ向けた積極的対
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応をお願いいたします。

① 利用者やご家族の方を含め、介護に関わる方々の要望を聞く機会等を設け、そ

れに沿い国に対し必要なサービスが受けられるよう要望してください。

→高齢者支援課

【回答】

介護保険法の規定に基づき、適切に制度を運営してまいります。また、保険者として、

制度について要望する必要がある場合は、全国市長会等を通じて要望してまいります。

② 介護保険制度での利用が縮小する方向や利用者の負担増など国が検討を始

めています（ケアプランの有料化、要介護を含めた生活援助サービス等の地域支

援事業への移行、補足給付の資産要件の見直し、不動産を新たに追加、老健施

設・介護医療院等の多床室における室料徴収等）。

「保険あって介護なし」といわれるような政策に対し、反対の意見を国に上げてく

ださい。

→高齢者支援課

【回答】

介護保険法の規定に基づき、適切に制度を運営してまいります。また、保険者として、

制度について要望する必要がある場合は、全国市長会等を通じて要望してまいります。

③ 要介護 3 以上でも入所等できず家族の負担に頼っていることが考えられます。

その実態について、把握している範囲でお知らせください。

→高齢者支援課

【回答】

第８期介護保険事業計画以降の計画策定においては、在宅介護実態調査の実施が

求められており、当該アンケート調査により、介護者の仕事の働き方の調整の有無や介

護者が不安に感じる介護などについて回答をいただき、その把握に努めております。

令和元年度に実施したこの在宅介護実態調査では、認定更新を申請している方に限

った集計となっておりますが、要介護３以上の方の中で施設等の入所を申請している方

は１０．２％となっております。また、同調査の中の設問における「要介護３以上の方を介

護する介護者が不安を感じる介護」についての回答は、「認知症状への対応

（４８．２％）」「夜間の排泄（３５．５％）」となっており、これらの不安が在宅生活の継続が

困難であると判断するポイントであると分析しております。

また、第９期介護保険事業計画の策定に向けて、改めて各種調査を実施する予定で

す。

④ 在宅介護などにかかわる家族への負担軽減のため要支援・要介護を必要とされ

るご家族の方の要望を市としてアンケート等を含め広く聞き、実態に応じ、市独自

の財政支援策や介護を担う家族の方が一息つけるような施策を講じて下さい。ま
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た、新型コロナ感染症の中で負担はさらに増します。独自に支援したものがあれ

ばお聞かせください。

→高齢者支援課

【回答】

在宅介護にかかわる家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図るため、

継続的におむつ等を使用している高齢者へのおむつ又は尿取りパッドの給付や、適切

な介護知識・技術を得られるよう家族介護者への介護教室を開催しています。支援を必

要とされるご家族等からの相談については地域包括支援センターにも寄せられており、

実態の把握に努めております。

⑤ 生活援助の利用回数規制が行われるようになりました。令和 2 年度で利用回数

がオーバーした件数と不適切とされた事例があればお示しください。

→高齢者支援課

【回答】

訪問介護（生活援助）が国の示す利用回数の上限を超えたケアプランについては、

令和２年度に２件ありますが、不適切な事例ではありません。

⑥ 介護予防について基金を使って重点化されていくとのことですが、その対策と民

間も含め健康づくり等で予防に取り組んでいる団体等もあり支援の希望団体を集

約するなどして検討の上対象を広げてください。

→高齢者支援課

【回答】

生活支援コーディネーターと連携し、高齢者の引きこもりの解消、介護予防等を目的

とした交流活動を行う団体に対し、補助金の交付を行っております。引き続き、対象とな

る団体の集約と創出を支援してまいります。

⑦ 8 月から介護保険施設等の食費・居住費の補足給付の見直し（改悪）が行われ、

低所得者の自己負担が増えています。その世帯の状況等把握して実態の状況を

分かる範囲でお知らせください。

→高齢者支援課

【回答】

毎年度、被保険者数や被保険者の所得の状況等が異なることから、単純に比較はで

きませんが、負担限度額認定証の一斉更新を行った令和２年８月と令和３年８月の要介

護及び要支援の認定者数と負担限度額認定証を発行した方の人数の比較でお答えし

ますと、令和２年８月では認定者３，６９９人に対して、負担限度額認定証を発行した方

が５８５人、令和３年８月では認定者３，８６２人に対して、負担限度額認定証を発行した

方が４８０人となっております。
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（5） 介護保険料滞納問題について要望

① 介護保険料滞納 1 年以上の方の人数と滞納せざるを得ないような経済状態の

有無を含め市としての把握について具体的にお示しください。

→高齢者支援課

【回答】

介護保険料を 1年以上滞納している方は、２７６人（令和３年８月末現在）おります。

② 滞納処分については所得の低い方について配慮ある対応をお願いします。

（65 歳以上の年金受給者の場合、年間の支給額が 18 万円以上の方は年金から

天引きされていることを考えると、滞納になる方は所得が極めて低い方が想定され

ます。）

→高齢者支援課

【回答】

納付が難しい方については、納付相談など丁寧に対応を行ってまいります。

③ 滞納に伴うペナルティ（罰則的）のような法的措置はやめるよう国に意見を上げ

てください。

→高齢者支援課

【回答】

介護保険法の規定に基づき、適切に制度を運営してまいります。また、保険者として、

制度について要望する必要がある場合は、全国市長会等を通じて要望してまいります。

（6） 保険者機能強化推進交付金（インセンティブ）が行われていますが、貴市が重視

している評価項目をお知らせください。利用者本人の状況に改善がなかったにも関

わらず、介護認定が低く抑えられたという事例が自治体によってあったとの情報も得

ています。そのようなことが起こらないようにお願いいたします。 また、認定者の変

化率、要介護度変化率、「介護の手間の時間」変化率についてご回答ください。

→高齢者支援課

【回答】

重視している評価項目（施策）としましては、自立支援、重度化防止等に資する施策

の推進のうち、地域包括支援センターの充実です。

第１号被保険者の認定率については、令和２年３月が１５．４％、令和３年３月は

１５．８％と増加しております。

認定者の変化率については、平成３１年度（令和元年度）は３，６８５人、令和２年度は

３，７７７人で２．５％増加しております。

要介護度の変化率については、前回からの変化は重度化２７．５％、変化なしが

５７．４％、軽度化は１５．１％となっております。

「介護の手間の時間」の変化率については、前回基準時間が把握可能な方の令和３
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年８月末時点の基準時間の変化は前回１，３７２，４８４分、今回

１，５２４，６００分となっており、約１１％の増加となっております。

【Ⅲ】 あきる野市の独居対策等について

「地域包括支援センターによる戸別訪問」「高齢者見守り事業、配食サービス事業等」

実施していることや LPガス事業者等を含む地域事業者との締結による「高齢者見守り

事業に関する協定」など努力される中で良かったとする事例がこの間の回答でわかり

ました。

（1） 市の相談活動を含めた独居の高齢者等への市職員の直接の対応の状況、見守

り事業等での具体的事例でこの 1年間で良かった点がありましたら、お知らせくださ

い。（昨年は配食サービスの例が回答でありました）

→高齢者支援課

【回答】

本年も配食サービスの事例です。「配達時にいつも手渡ししている利用者が、顔を出

さず『玄関に置いといて』と調子が悪そうで心配」と事業者から連絡が入りました。その利

用者は、連絡を受けた職員の義理の父であったため、実家に連絡しましたが電話に出

なかったことから、実家に向かったところ、居間で動けずにいた父親を発見しました。直

ぐに救急車で救急搬送できたため、大事には至りませんでした。

普段の何気ない声かけの見守りが大切であり、今後も連携した見守りを行ってまいり

ます。

（2） 市として高齢の低所得の方へのクーラー等の設置を含め必要に応じた財政支援

対策の具体化を引き続き要望します。

（参考例 八王子市 省エネエアコン設置費補助制度（受付終了 500 件）、荒川区・

足立区「足立区気候変動適応対策エアコン購入費補助金交付要綱」あり）

→高齢者支援課

【回答】

市においてクーラー等の設置支援については、今のところ独自で財政援助を行う予

定はありませんが、社会福祉協議会において、低所得者が無利子又は低利率で貸付を

受けられる生活福祉資金貸付制度を実施していることから、問合せ等があった場合には、

そちらをご案内しています。

（3） 高齢者福祉施策としての市の現状についてお知らせください。

① ＧＰＳ機種の追加/現金給付（助成金）での運用について

昨年、「ＧＰＳ機器については、現行より小型で靴に取り付け可能な機器の貸与を



19

検討しております。」等の回答をいただきました。その後の検討結果をお知らせく

ださい。

→高齢者支援課

【回答】

靴に取り付けが可能な小型のＧＰＳ機器については、現在委託している事業者にお

いて、現時点で開発されていないため、利用者のニーズ等を把握しながら必要とされて

いる機器の形状等について、引き続き調査を進めてまいります。

② 高齢者自立支援日常生活用具給付事業について昨年度の活用状況をお知ら

せください。

→高齢者支援課

【回答】

高齢者自立支援日常生活用具給付事業の令和２年度の活用実績は、自動消火装置

が１件、電磁調理器が１件、合計２件の給付を行いました。

③ 高齢者緊急通報システム事業の対象に昼間の独居等を加えるなど実態に応じ

た改善を求めます。また、ICT を活用した高齢者見守り事業についても今後の利

用状況を把握し、更なる対象者の改善を求めます。

→高齢者支援課

【回答】

都内区市町村における、日中独居の高齢者を対象とした緊急通報システムの取組状

況を確認しておりますが、日中独居の判断等、まずは市内における実態の把握が必要

であると考えております。また、ＩＣＴを活用した見守りについては、設置機器の２４時間

の動作確認による通報のため、高齢者の一人世帯またはこれに準ずる世帯（長期不在

のため数日間高齢者が一人となる世帯）を対象としておりますので、現時点で対象者の

拡大は想定しておりません。

④ 高齢者おむつ等の給付事業の対象者の変更理由とそのことに対する市民から

の意見等について声が上がっているかお知らせください。

→高齢者支援課

【回答】

平成２７年の厚生労働省通知に基づき、廃止・縮小に向けた具体的な方策を検討し

てまいりました。また、令和２年１１月の厚生労働省通知において、令和３年４月１日以降、

支給対象者を住民税非課税者に限ることが示されことから、支給対象者を変更いたしま

した。給付要件の変更に伴い、対象外となった利用者からは継続した給付を望む声を

いただいております。

⑤ 高齢者自立支援住宅改修給付事業、福祉用具貸与について利用状況につい



20

てお知らせください。

→高齢者支援課

【回答】

高齢者自立支援住宅改修給付事業の令和２年度の利用実績は、浴槽の取替え等が

１０件、流し・洗面台の取替えが１件、便器の洋式化が３件、手すりの取り付けが１件で、

合計１５件となっております。また、福祉用具の貸与については、令和３年５月の提供実

績で要介護の方が１，０２３件、要支援の方が１９７件利用されております。

【Ⅳ】 教育・保育等に関する要望

1. 教育にかかる保護者負担の軽減・少人数学級実現など教育条件改善について

（1）保護者負担の軽減を求めます。

「義務教育学校運営費標準」は、当初私費区分であったものも徐々に都の教育庁

が公費化してきた経過があり私費を固定化するものでないため「標準」とされてきまし

た。自治体によって私費負担を公費化する自治体が増えてきました。この立場で、保

護者負担の軽減を求めます。

子どもの貧困対策が今後具体化されると思いますが、具体的な援助を求めます。今

年は、さらに新型コロナ対応で収入減が続いている方が増えており、それらの方々へ

の対応も持続的に必要だと考えています。

① 小中学校の教育予算増で、保護者負担の軽減を計画的に取り組むよう求めます。

令和 3年度で全ての保護者の負担軽減(就学援助ではない)の項目と予算額ならび

に児童生徒一人当たりいくらか、お答えください。

→教育総務課

【回答】

（１）小学校 児童数４，０５１人（令和３年５月１日） 単位：円

※ 特別支援学級は、次の保護者負担軽減策を実施

特別支援学級宿泊訓練費補助金８８６，０００円 1 泊７，２００円

特別支援学級宿泊訓練バス借上料７５８，０００円

内容 予算額 1人当たり予算額

１ ランドセルカバー（１年生） 149,000 300

２ 社会科副読本（３年生） 807,554 1,034

３ 社会科副読本（４年生） 450,000 600

４ 社会科地図（３年生） 273,350 350

５ 社会科地図（４年生） 152,295 195

６ 修学旅行費補助（６年生） 5,062,000 7,200

７ 卒業記念品（６年生）英和辞典 651,000 850

８ 遠距離通学費補助金（戸倉地区１～６年生） 644,000 33,894

９ 小宮地区自然体験学習バス借上 1,410,145 -

10 社会科見学バス借上 2,632,112 -
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（２）中学校 生徒数２，１５９人（令和３年５月１日） 単位：円

※ 特別支援学級は、次の保護者負担軽減策を実施

特別支援学級宿泊訓練費補助金９０８，０００円 １泊８，１００円 ２泊１６，２００円

② 小・中の入学時の保護者にかかる費用負担は重いものです。就学援助制度とは

別に入学時の全家庭に入学準備補助金を創設し、子育て世代の応援をしてくださ

い。

（参考）奥多摩町；保育園入園児 10,000 円、小学校 20,000 円、

中学校 40,000 円、高校進学時 50,000 円 4 月に支給。

桧 原 村；小・中学校入学祝金 各 30,000 円

→教育総務課

【回答】

全家庭への補助金の創設は考えておりません。経済的理由により、教育費の支出が

困難で、就学援助費が認定された世帯には、就学援助費として、学用品費・新入学児

童生徒学用品費を支給しています。

③ 小中の学校徴収金による教材費・卒業アルバム代等にかかる費用の公費化また

は一部助成をお願いします。（青梅市や羽村市の例など参考に）

→教育総務課

【回答】

卒業アルバムの購入費について、就学援助費による援助は、現在のところ考えており

ません。経済的に教育費の支出が困難で、就学援助費が認定された世帯には、就学援

助費として学用品費を支給しています。

④ 時代の変化を受けとめ、給食費の保護者負担軽減の具体化を求めます。

学校給食費の無料化や補助が行われている自治体が増え、話題になっていま

す。近隣では、奥多摩町の無料化、檜原村が無料化へ踏み出しました。学校給食

は教育の一環です。選挙等でも多くの政党が無料化を掲げてきています。

また、武蔵引田地区に日の出町との共同での給食センターの設置が予定されて

います。日の出町では給食費の無料化（現行はクーポン券で支払い可能）の検討が

進んでいるようです。

→学校給食課

内容 予算額 1人当たり予算額

１ 体育科副読本（１年生） 656,000 820

２ 社会科副読本（１年生） 413,600 470

３ 移動教室補助（２年生） 3,764,000 5,400

４ 修学旅行費補助（３年生） 10,058,000 13,500

５ 卒業記念品（３年生）（印章） 490,000 600

６ 遠距離通学費補助金（小宮地区１～３年生） 468,000 117,000
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【回答】

学校給食における食材の購入費は、給食費として保護者に負担していただいていま

すが、食材費以外の人件費、調理・搬送経費、施設維持管理費等については、市が負

担していることから、給食費の無料化や補助を行う予定はありません。

また、新学校給食センターの建設及び運営については、今後、両市町で検討してま

いります。

（2）新型コロナウイルス感染症の中で、「少人数学級」の良さがクローズアップされ、全

国知事会、全国市長会、全国町村会の地方３団体からも少人数学級の実現を求め

る緊急提言が出されています。ぜひ、実現に向けて国や都への要望も含め取り組

んでください。

→教育総務課

【回答】

小・中学校の学級編制については、国が定める「公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律」と東京都の学級編制の基準により、小学校２年生

までの３５人学級対応、中学校１年生を対象とした中１ギャップの予防解決のための教員

加配の制度に基づき行っています。

市独自に１学級当たりの児童・生徒数を減らすことは、学級数の増加につながること

や、その増加した学級には、市費で教員を採用し、配置する考えがあることから、現状に

おいて、市独自に少人数学級を実現するのは難しいと考えております。

2. 就学援助制度の改善について要望します。

（1）基準の改善等について

①就学援助の認定基準を改善すること（1.5 の認定基準の引き上げ）。

②また収入認定では、申請時点での収入減等が掌握できないことも起こり

えます。それらに対応する施策と保護者等への周知についてどのように対応

されているかご回答ください。

（参考） 部分的に認定基準を項目で引き上げた例も参考にしてください。

瑞穂町 就学援助費で非該当となった世帯の内、ひとり親家庭等学校給食費補助

金で認定されると「学校給食費」のみ援助を受けられます。生活保護基準

の 1.5 倍をこえて 1.75 倍以下の世帯 が「ひとり親家庭学校給食費補助

金」で認定されます。

→教育総務課

【回答】

現在、認定基準の倍率の基準変更は考えておりません。就学援助費は、教育費の支
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援を必要とする世帯に、可能な限り等しく支援されるべきものと考えることから、対象とな

る世帯に漏れなく、制度が周知できるよう、引き続き、効果的な広報ができるよう努めてま

いります。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響による収入の激減等によって、最近著しく

家計が厳しくなるなど、特別な事情がある場合は、理由書による再審査を行っていま

す。

（2） 新入学児童生徒学用品費の入学前支給に関わって

新入学児童生徒学用品費の入学前支給の際、生保基準の 5歳児での認定が行

われ、その際、否認定の場合は入学後の申請で 6 歳児として認定計算するとのこと

ですが、そのことを理解しておられる保護者は少ないのではとも思われます。4 月以

降の申請のやり直しについてはそのことを特に保護者に周知し、申請漏れのないよ

うにしてください。

→教育総務課

【回答】

新入学児童生徒学用品は、入学前の支給が基本となっておりますが、入学後の申請

においても、認定された世帯で入学前支給を受給していない方には支給することとして

います。

このように、就学援助費は、制度を理解しにくい面があることから、保護者への周知が

重要と考えておりますので、引き続き、効果的な広報に努めてまいります。

（3）就学援助の対象となる品目と金額の改善を求めます。

① 文科省の対象となっている体育実技用具費（中学校）、クラブ活動費、生徒

会費、PTA 会費などの項目を対象に加えることを公平性から要望します。

→教育総務課

【回答】

現在、学用品費や学校給食費などを支給項目とする本市の支給内容について、妥当

であると認識しています。就学援助費は、教育費の支援を必要とする世帯に、可能な限

り等しく支援されるべきものと考えることから、近隣自治体の動向や支給内容については、

今後も注視してまいりたいと考えています。

② 卒業アルバム代について支給対象品目にしないとの回答ですが、文科省の

対象品目について財源を理由に自治体による差が生じるような取り扱いは公

立学校の在り方として問題です。検討をやり直すよう要望します。

（参考例）・福生市は卒業アルバム代 …すでに以前から就学援助の対象品目

（青梅市や羽村市は保護者負担軽減で一定額を補助）
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→教育総務課

【回答】

卒業アルバムの購入費について、就学援助費による援助は、現在のところ考えており

ません。就学援助費は、その大部分を市の一般財源から支出していることなどから、他

自治体の取組が、そのまま本市に準用されるものではないことをご理解願います。

しかしながら、他自治体の動向については、引き続き注視してまいります。

③ 令和 3年度の新入学児童生徒学用品費等並びに修学旅行費の市としての単価

を示してください。なお、修学旅行については事前の支度金を加えて補助している

自治体もあります。検討をお願いします。

→教育総務課

【回答】

令和３年度の支給単価

新入学児童生徒学用品費：小学校５１，０６０円、中学校６０，０００円

※ 支給要綱で、毎年度国の定める基準額と規定しています。

就学旅行費：実費（就学旅行に参加するために直接必要な経費で、保護者が一律

に負担する経費（交通費、宿泊費、食事代、入園料・見学料等）が支

給対象）

3. 保育問題等について

① 「隠れ待機児といわれる部分も含め」待機児童の実態（4 月 1 日時点）と対策につ

いてお答えください。また、回答時点での変化についてもお答えください。コロナ禍

で「預け控え」が起こり 75％の自治体で待機児童が減少しているとの報道もされて

います。実態を把握していれば状況をお示しください。

→保育課

【回答】

待機児童数は、令和３年４月１日現在で２人です。このほかに特定の園を希望するこ

と等により入所に至っていない児童が１３人います。

令和３年９月１日現在の待機児童数は、２人から８人に増えています。特定の園を希

望すること等により入所に至っていない児童は、１３人から２３人に増えております。

② 待機児童をなくす上でも、希望が多い認可保育園の増設をしてください。国や都

にも働きかけてください。

→保育課

【回答】

今後の待機児童の状況等を見極めた上で対応したいと考えます。
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③ 保育の無償化等の対象外の部分や対象外事業所への補助について今年度の市

の対応をお聞かせください。

→保育課

【回答】

前段の無償化の対象外となる給食費の取扱いについては、市の独自施策として、一

人当たり月額１，５００円の補助を、同一世帯で二人以上が給食費を支払う場合の２人目

は月額４，５００円を上限とした補助を実施しております。

後段の対象外事業所については、市の補助要綱に基づき、幼稚園類似の幼児施設

の園児保護者に対し、保育料の一部を補助しております。

④ 小規模保育での保育資格者の配置の現状（人数）をお知らせください。

→保育課

【回答】

市内５箇所全ての小規模保育事業施設には、これまでのとおり、認可基準を満たす

保育士等の有資格者が配置されています。

⑤ 保育士のサービス残業が常態化しているといわれます。待機児童解消にとっても

受け入れ先の保育士の人数の確保は大事です。そのためには保育士の待遇改善

は急務です。保育士増、サービス残業が起きないよう補助金の上積みを要請します。

国にも意見を上げてください。

→保育課

【回答】

保育士の処遇改善につきましては、保育士等キャリアアップ補助金等の取組を実施し

ております。市としましても、このような取組に対する補助金の増額を、東京都市長会を

通じて要望しております。

⑥ 病児保育が行われておりますが、コロナ禍での利用状況と利用者の方々の意見

や感想等含めご意見とその対応策についてお聞かせください。

→子ども家庭支援センター

【回答】

コロナ禍における病児・病後児保育事業では、新型コロナウイルス感染症との判別が

難しい上気道炎様症状のある児童の受入れを不可とするなど、受入れ人数を制限して

実施したこともあり、令和２年度の延べ利用人数が１１９人と、昨年度の約１／４になって

おります。利用制限を行っておりましたが、利用を希望する方の受入れをお断りすること

はありませんでした。現在は、上気道炎様症状がある場合、ＰＣＲ検査で陰性の場合に

受入れをしております。利用者からは、コロナ禍でも預かってもらえ助かるとの声をいた

だいております。
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⑦ 市の学童保育の実態（学童保育の指導員の方の資格や人数、希望と利用者数、

トイレの改善、遊び場等含めた施設の改善状況、コロナ禍での問題）についてご回

答をお願いします。また、学童クラブの今後の新設状況についてご回答ください。

→子ども政策課

【回答】

令和３年４月１日現在、学童クラブに従事する職員（事務長等を除く）１１９人の内、放

課後児童支援員の資格を有する者は６４人となっております。また、学童クラブの入会申

請者数は１，０９０人で、このうち入会児童数は９９８人、待機児童数は９２人となっており

ます。

待機児童に対する対策といたしましては、児童館の特例利用の実施による居場所の

確保や学童クラブの新設工事を進めております。

施設の改善状況につきましては、児童が安全・安心に利用できるよう、昨年度は２つ

の学童クラブの遊戯室に空調設備を設置し、今年度は学童クラブを併設した５つの児童

館の遊戯室に空調設備を設置いたしました。これにより、全ての学童クラブの各部屋に

空調設備を完備いたしました。

コロナ禍における対応としましては、施設内の換気及び設備の消毒、マスクの着用、

手洗い・手指の消毒を徹底するとともに、机の配置や遊び方を工夫することにより、感染

防止に努めています。

４． 改正子どもの貧困対策法が可決され、貧困改善に向けた計画づくりが市区町村で

も努力義務化されました。昨年の回答では、総合計画が策定されたとのことでした。そ

の計画に基づく進捗状況と施策についてお知らせください。

→子ども政策課

【回答】

令和２年３月に策定しました「あきる野市子ども・子育て支援総合計画」には１２の施策

に関連した６７の事業展開があり、そのうち１６事業（約２４％）を子どもの貧困対策関連

事業として位置付けています。

本計画の各事業は毎年度、評価を行うこととしており、子どもの貧困に係わる１６事業

のうち令和２年度の進捗状況が「一部着手・計画以下（８５％未満）」となったものは、新

型コロナウイルスの影響を受け円滑な事業の実施ができなかった「子ども食堂推進事

業」及び「子どもの学習支援事業」となっています。また、残り１４事業（成長段階に応じ

た健全育成、子ども・子育てに関する相談窓口の充実、子育てしやすい支援体制の充

実及びひとり親家庭等への支援の充実に係る事業）については、「定常的実施・計画ど

おり（９５％～１０５％）」の評価となっています。施策の位置付けや事業展開のほか各事

業の実施状況、評価等については、今後、市ホームページに公開する予定です。
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【Ⅴ】 年金制度に対する要望

65 歳以上の高齢者は基本的に年金生活です。年金の額は、市町村税、国保税 、

介護保険料等の社会保険財政への影響や、購買力による地元経済の活性化等にか

かわる問題です。国民年金のみの方や無年金者の 65 歳以上の方が生活保護受給

者に増えている実態が報道されています。次の点を要望します。

① 無年金者数や国民年金のみの受給者の把握は市政の方針・対応にとって必要で

す。市として老後の実態把握を進め(生活実態アンケート等行うなど)推計値を出す

取り組みを要望します。

→保険年金課

【回答】

年金事務所に確認したところ、無年金者数の把握については困難であるとの回答を

得ております。

・老齢基礎年金 ２２，７８０人 （内、基礎年金のみ３，３０７人）

・老齢年金（旧法拠出制） ３５３人

・通算老齢年金 １９１人

（令和３年３月末現在日本年金機構資料「国民年金市区町村別受給権者数」）

② 年金制度の引き続く改悪が年金者の暮らしを直撃しています。物価上昇に見合わ

ないマクロ経済スライドによる調整（年金の引下げ）は、市民の暮らし向きを悪くさせ

ています。年金受給者がしめる市民の割合も増加する中で、市民生活を守るうえで、

年金制度の改悪について市長会等でも反対の意見を上げてください。

→保険年金課

【回答】

市は年金制度に基づき業務を行っているため、今後の動向を見守りたいと考えます。

③ 青梅年金事務所にまで行かないでも、年金相談を身近に行えるよう市で専門的知

識のある人の配置を昨年度同様（依頼含め）お願いします。

→保険年金課

【回答】

令和２年度から、社会保険労務士を会計年度任用職員（年金相談員）として雇用して

おります。また、年金事務所との連携を強化し、高度な専門知識を必要とする複雑な年

金相談の場合には、これまで同様、確認を行いながら、きめ細やかに対応しておりま

す。

【Ⅵ】 生活保護制度等に関する要望

生活扶助費については従来、所得の中間層との比較で行い、その中間層の所得の
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6割で決めてきた経緯からはずれ、第１・十分位という最下層との比較を行い、その上に

立ち、引下げ額が決められたこともあり、基準部会の委員の間でも問題ありとされてい

ます。ご存知のように、生活扶助費削減等の生活保護費の引き下げは、他の施策にも

影響が出ます。ぜひ、国に対し意見を上げてください。

（1）生活保護に関する要望

① 級地引上げに対し国へ引き続き要望してください。

→生活福祉課

【回答】

今年度も引き続き要望しております。

② 生活扶助費引き下げは低所得者の生活をさらに劣化させます。国に対し市

長会等を含め意見を上げてください。

→生活福祉課

【回答】

①と同様に東京都を介し、国（厚生労働省）に対して毎年要望しております。

③ 生活保護の申請、相談等で申請者に配慮している点が昨年の回答でわかりまし

た。回答の中で、「申請の意思表示ができない場合は、職権で保護を開始する」旨

の回答がされています。権利擁護の観点で正しい対応と思います。昨年の回答で

は意識不明の方で救急搬送の方の保護があったとのことでしたが、事例があれば

お示しください。

→生活福祉課

【回答】

今年度は、まだ事例がありません。

補足として、令和３年１０月１日から成年後見人の代理申請は、生活保護法第７条に

基づく有効なものとして改められました。

④ 保護開始日に関わらず、冷房器具給付を行うこと。また、冷房にかかる電気代へ

の給付（夏季一時扶助費）を国にも求め実現してください。やりくりして計画的に蓄

えて対応しているとのことですが、最低生活費とされる保護費との矛盾はないとお考

えですか（厳しいとの声も聴きます）。

→生活福祉課

【回答】

夏季一時扶助費については、「夏季加算」として①と同様に東京都を介し、国（厚生

労働省）に対して要望しております。

次に「矛盾はないと考えているか」とのことですが、第１号法定受託事務である生活保

護においては、国が処理基準を定めており、実施機関は地方自治法第２４５条の９に基
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づき、その処理基準に従って事務を行っております。

国は最低生活費には、経常的最低生活費と臨時的最低生活費があり、通常予測され

る生活需要（電化製品等の耐久消費財の買い換え、被服費等の日常諸経費など）は、

経常的最低生活費の範囲の中で計画的に順次更新し、また全てまかなうべきものであり、

逆に生活需要をカバーし得る保護の基準であるとしています。実施機関としては、国の

見解に準じ、被保護者に対し家具什器及び預貯金等の説明をしています。

⑤ 申請の際の「扶養照会」が生活保護の受給を受けにくくしているとの調査結果が

報道されています。今年 5月に行った扶養照会の質問項目で、あきる野市は、扶養

照会について申請者本人の「承諾は要しません」との回答でした。西多摩福祉事務

所の回答では「扶養照会は行う際、申請者に確認」とあります。他市でも「申請者に

事前に説明し実施」となっており、扶養照会はやめるべきとする立場からすれば市

の対応に違和感があります。

2021年1月田村厚労相答弁にもあったように扶養照会は生活保護受給の要件で

はありません。また、扶養照会による扶養が金銭的な援助につながったのは 1.45%

程度とされ、全国的に見ても低い数字です。利用者の尊厳を守る立場に立ち、最低

でも「申請者に事前の確認」を求めるべきと思います。改善を求めます。

→生活福祉課

【回答】

現在、令和３年４月１日から適用された「生活保護法による保護の実施要領」及び「生

活保護問答集」に基づき、扶養義務の取扱いを行っております。

【Ⅶ】 障がい者等の問題について

① 65 歳以上になると、障害福祉サービスの利用と介護保険優先の法体系が問題視

されています。障害福祉サービスでは自己負担が 0 に対し介護保険では 1割負担

に上がります。平成 30 年度の制度改正だけでは根本的な解決にはならず不十分

であり、介護保険制度優先制度の改善を国へ要望してください。

→障がい者支援課

【回答】

平成３０年の国の制度改正において、高額障害福祉サービス等給付費の支給対象が

拡大され、一定の要件のもと、利用者の負担が軽減される措置が図られています。

市では、移行対象者については、介護保険へ移行していただくよう、お願いしており

ますが、既に移行している方々から直接、サービスの低下や負担増になっているとの報

告は受けておりません。

以上のことから、制度改正については、引き続き国の動向を見守ってまいります。

② 「施設から地域へ」と国は言いますが、施設希望者（強度行動障害など、家庭やＧ

Ｈで見るのが難しい）は多いのが現状です。入所希望者数（待機者数）の現状につ

いて実態をお示しください。また、手厚い支援を受けられる GH や入所施設が選べ
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るよう丁寧な説明等を要望します。

→障がい者支援課

【回答】

市で把握している入所希望者数（待機者数）は７人です。入所施設の申し込みについ

ては、施設で受けられる支援内容を本人及び親族等に伝え、協議して決めています。

③ 市の独自施策として、福祉の向上を図るため障がい者団体連絡協議会に対し補

助金を出されているとのことですが、コロナ禍で額とその補助費の使途等にプラス

部分はありましたか。また協議会の会合等での連携の中で、受け止めたことがありま

したらお知らせください。

→障がい者支援課

【回答】

市では、障がい者団体の活動を支援し、障がい者、障がい児、難病患者等の福祉の

向上を図るため、障がい者団体連絡協議会に対し、その活動費の一部を補助しており

ますが、コロナ禍を理由とした補助額の増額等はしておりません。

協議会においては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している中での団体活

動について苦慮しており、市においても団体がこのような状況にあることについて共有し

ております。また、基礎疾患を有する方への優先接種の際には、接種券の優先送付に

ついての手続き方法について、当事者等相互における周知をお願いするなどしており

ます。

④ あきる野市では身体、知的、精神の各障がいのある方及び家族を対象に障がい

者相談支援センターを設置し、事業者へ委託をしているとのことでした。事業者へ

委託された件で払われた委託料、相談件数・事例等をお示しください。

→障がい者支援課

【回答】

あきる野市障がい者相談支援センターの令和３年度の委託料は８６５万円となってお

ります。令和２年度の相談件数については、来所や電話による相談、家庭訪問などで

３，６７２件となっております。相談事例としては、家族や友人のこと、福祉制度や就労準

備など、日常的な困りごとや悩みごとに関する内容となっております。

⑤ 新型コロナ感染症に伴い、GHや短期入所施設等は、自宅待機など減収が起きて

いる問題が生じています。この間上がっている要望、それに対する財政支援を含め

ての対応策についてお答えください。また特にコロナ禍でのワクチン(優先）接種等

では、「障がい者(家族）」、事業所が対応しやすい対策（GHや事業所に医師などの

手配等を任せるのではなく）をとるよう要望します。

→障がい者支援課

【回答】
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障害福祉サービス事業については、コロナ禍においても開所を原則としており、事業

所においては様々な工夫や対策を講じるなど、厳しい状況の中で運営を続けているとの

情報を得ております。このような中、令和２年度においては、国の財源を基に事業所の

安定的な事業の継続を支援するための給付金を給付しております。

ワクチン接種については、事業所において医師の確保をお願いしましたが、実施する

事業所に対しましては、準備から接種に至るまでの相談・調整支援を行いました。障が

い者における接種については様々な状況が想定されますので、相談があった際には、

今回の市におけるワクチン接種の支援状況等を踏まえ、対応いたします。

【Ⅷ】 非核平和都市宣言について

① 非核都市宣言の文言の検討等について総合計画の中で審議がされていくとのこ

とでしたが、現在までの進捗状況と実現にむけての具体的方向をお示しください。

→企画政策課

【回答】

現在、策定作業を進めている第二次総合計画において、非核平和都市宣言の発信

など、平和に関する取組について、施策として位置付けるか等の審議を行っておりま

す。

【Ⅸ】 生活の利便性等にかかわる要望

（1） 公共の施設等のトイレの改善について

昨年の回答では、「指定緊急避難所となっている学習等共用施設 9館及びコミュ

ニティ会館4階について男女それぞれのトイレに様式大便器1つ以上設置」とありま

した。今後の改善予定ならびに「だれでもトイレ」の設置が今後世の中の情勢からも

必要と思われます。市の現状と今後の方針についてお聞かせください。

→福祉総務課、施設営繕課

【回答】

公共の施設（公園以外）においては、洋式トイレが１つ以上設置されています。「だれ

でもトイレ」の設置については、各施設における必要性や改修計画等を鑑みて、導入の

是非を検討してまいります。

（2）公共交通の整備について

８月の公共交通検討委員会で、「デマンド交通という新しい公共交通の導入」と、

「るのバスを増台して 2 台とする」という、二つの実証実験を進めていくことが決まり、

公共交通の大きな進展が期待されます。 次の 5点を要望します。

① 「デマンド交通」とは、引田・代継・網代地域で実施される実証実験で、あらか

じめ登録した個人がそれぞれ電話などで利用を予約し、目的地が異なる複数の
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人が一緒に利用することで割安に運行される、いわば「相乗りタクシー」です。こ

れは、市内で初めて導入されるものであり、利用の仕方を住民に周知させること

が必要です。回覧や広報では不十分であり、対象地域の住民すべてに丁寧な

説明会が必要と考えます。ぜひ、開催をお願いします。

→企画政策課

【回答】

令和３年８月に開催されました公共交通検討委員会において、優先検討区域の一つ

である引田・代継・網代地域でのデマンド交通実証実験の実施に承認いただくとともに、

あきる野市議会９月定例会議においても、補正予算が可決されました。

現在、実施に向けて関係機関と調整を進めており、周知方法につきましても、チラシ

の新聞折込や公共施設での配布等の方法を検討しております。

また、ご提案の住民説明会は、多くの方に利用方法を周知する非常に有効な手段で

あると認識しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染状況や地元町内会のご意

見等を踏まえ、住民説明会の開催を検討してまりいます。

② 「るのバス 2 台」の実証実験については、公報・回覧他による周知の他、西東

京バスも含めた路線図・時刻表を配布するなどして、利用の一層の促進を図る

ことが大切だと考えます。

→企画政策課

【回答】

るのバス２台の実証実験実施に当たり、利用者への周知、広報は非常に重要であると

認識しております。

実証実験で運行する路線図及び時刻表については、市広報、ホームページへ掲載

するとともに、るのバス車内、公共施設へのポスター・チラシの掲示配布、チラシの新聞

折込等の方法で周知に努めてまいります。

③ 現行の「るのバス路線」の変更・延伸などは、関係諸機関の手続きに時間を要し、

今回の実証実験には間に合いませんが、グリーンタウン・パークハイツ・二宮地区

などルートの延伸や一部変更などについても検討を進めてください。

→企画政策課

【回答】

るのバスの運行に当たっては、国、警察、道路管理者などと調整を図る必要があり、

許可を得るためには年単位での時間が必要となります。また、許可申請に当たっては、

車両が安全に通行できる道路幅員などのハード面も条件にあるため、ルートの延伸や

一部変更などができない場所が存在します。

そうした条件の中、利用者の利便性を考慮した効率的なるのバスの運行について検

討してまいります。

④ 秋川ルート（小川ルート・草花ルート）について、るのバスが２台になれば便数を
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ほぼ２倍に増やすという計画ですが、早期に反対側車線にもバス停を申請し設

置して、半数の便は、現行の逆回りを実現して下さい。

→企画政策課

【回答】

バスの運行ルート及びバス停の設置には、道路交通法等により、バス停自体 の安全

性、乗客が安全に乗り降りできる作りなど、様々な基準が定められております。現行ルー

トでは、国、警察、道路管理者などと協議の上、安全と認められた上で運行しておりま

す。

現行ルートと逆回り、反対車線へのバス停設置に当たりましても、改めて国、警察、道

路管理者等との調整が必要になり、多くの時間が必要となります。

こうしたことから、逆回り、反対車線へのバス停設置については、その必要性や可否を

含め、引続き研究してまいります。

⑤ 土曜日・日曜日も運行してください。

→地域防災課

【回答】

土曜日・日曜日の運行を実施するには、運転手の確保やマップ、バス停表示の作成

なども必要となり、大幅な財政負担が伴うことから、多方面で検討する必要があります。

（3） 脱炭素社会を目指し、自然エネルギーの拡充が取り組まれています。しかしなが

ら、太陽光発電などの設置をめぐり地域の森林伐採や盛り土・土砂災害の危険など

課題が全国的あるいは近隣の自治体でも出されています。地域住民を含めた方々

の危機意識を市も踏まえて、危険な地域での施設の建設について、都段階任せで

はなく規制をかけられるよう具体的対応策（条例等）を進めてください。

→生活環境課

【回答】

設置区域５００㎡以上の太陽光発電設備を設置する場合は、「あきる野市都市環境条

例」に基づき市長への諮問が必要になります。また、土砂等による土地の埋立て、盛土

及び切土を行う場合、事業区域の面積が５００㎡以上の事業、土砂等による土地の埋立

て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが１メート

ル以上となる事業については、「あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関す

る条例」に基づいた手続きが必要です。

【Ⅹ】 新型コロナウイルス感染症をはじめ大災害に対する対応策について

今、地球をめぐる気候変動が世界的にも問題になっています。秋川の河川の氾濫

に伴う被害・今年の新型コロナウイルス感染症に伴う長く続いている被害。自然災害

の要因が「新自由主義」による今の資本主義が利潤第一主義で自然を破壊し続けて
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きたことに由来するとも指摘されています。当面市としての対応策について要望いた

します。

1. 新型コロナウイルス感染症に関わって

新型コロナウイルスの感染状況が収束していません。感染の実態把握と対応策

等について要望します。 市で対応の困難な場合、国や都などへ強く意見を上げて

ください。

① ワクチン接種の早期実施と今後ともＰＣＲ検査について保健所・地元の医師会

などとも協力し無症状者も含めできるよう拡大を目指してください。

→健康課

【回答】

市におけるワクチン接種は、９月２３日現在、１回目の接種率が７４．５％、２回目の接

種率が６４．３％となっており、順調に実施できていると認識しております。

ＰＣＲ検査につきましては、市では令和３年４月から６月に希望する６５歳以上の高齢

者を対象に検査キットによる無料でのＰＣＲ検査事業を実施いたしました。無症状者を含

めたＰＣＲ検査の実施につきましては、予定しておりませんが、今後も感染状況を踏まえ

て感染拡大防止策に取り組んでまいります。

② 陽性反応が出た場合の受け入れ体制の現状をお知らせください（病院の受け

入れ 体制、宿泊できる施設確保、自宅療養する場合などの対応）。

自宅での療養の困難さも含めその改善を強く求めます。

また、自宅療養者については厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部

より事務連絡（8/25）で、都道府県と市町村の連携により食事提供などの生活支援

行うように通知文が出されています。すでに近隣の市で、東京都から支援物資が届

いていない場合に食料品や衛生用品の支援が行われています。あきる野市として

の都との連携による対応策の改善についてお示しください。

→健康課

【回答】

新型コロナウイルスの陽性者につきましては、保健所が発生届を基に入院等の対応

を行っておりますので、市では、保健所に対し、自宅療養者等への対応・支援が必要な

場合には、連携し対応できる旨を申し入れております。

なお、東京都のホームページでは、９月２８日時点の都内患者数は入院数１，２６６人

（確保病床数６，０８０床）、うち重症者数１１７人（重症病床数５０３床）であります。また、

宿泊療養数は４７０人、受入可能室数３，３１０室、自宅療養者数１，５０９人、入院・療養

等調整中５０４人と掲載されています。

自宅療養者に対する支援につきまして、市では令和３年９月４日から食料支援とパル

スオキシメーターの貸出を実施しております。今後も自宅療養者について支援が必要な

場合には、保健所の要請により関係機関と連携して対応してまいります。

③ 医療現場をはじめ、介護事業所・障害者施設・学校・保育園・幼稚園・学童保
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育所など感染リスクが高いとされるケアを含む職場[関係者（働く人とその家族、利

用者とその家族、他の出入りの方たち）】は、熱など体調不良があれば、すぐ検査

するとともにいつでも定期的にＰＣＲ検査をするよう要望します。

また、上記の職場の感染を防ぐための必要な消耗品等（ビニールエプロン、プ

ラスチックグローブ、消毒液、防護具など）の確保に対し、国・都を含め市としても

財政援助・保管場所等を含めた対応について引き続き強く要望します。

→健康課

【回答】

ＰＣＲ検査の対象につきましては、市独自で、市内の社会福祉施設（高齢者施設、障

害者施設、保育施設など）で感染リスクがある場合に、施設からの要望に応じて従業員

等に実施する仕組みを構築しております。

高齢者施設等への入居を予定する方についても施設からの要望により検査の対象と

しておりますが、定期的なＰＣＲ検査の実施については予定しておりません。また、感染

対策のための消耗品につきましては、上記施設などに配布を済ませていることと、感染

が発生した際などの不足時には、市の備蓄品の配布などを行う予定であります。

④ 医療現場をはじめ多くの事業所、飲食店等や働く人たちの収入が減少し国や

都からの対応もされておりますが、不十分との声がだされています。「手元に入金

されるのも遅すぎ」との声もあります。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が

繰り返されています。収入等が減少して困っている方々の声を踏まえ、国や都へ

の要請と市の独自の対応について求めます。現状での事業継続支援給付金の

給付の実態についてお示しください。

→商工振興課、高齢者支援課

【回答】

（高齢者支援課）

介護施設等に対する感染症対策に係る支援として、介護事業所等の安定的な事業

の継続を図るため、市内の５５法人（１０９事業所）に対して、介護事業所等事業継続支

援金を支給しました。給付金の総額は、１，７３０万円となっております。

（商工振興課）

事業収入が減少した事業者に対する支援としましては、令和２年度に事業者緊急支

援給付金事業を実施しました。

給付内容としましては、売上が前年同月比で３０％以上５０％未満減少した事業者に

対して、２０万円を１１７件給付しました。また、売上が減少した事業者向けの国や東京都

等の制度融資を利用した事業者に対して、１０万円を７３６件給付しました。

また、併せて、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者

向け特別相談窓口を設置し、国や東京都等の給付金の申請支援や資金繰りの相談等

を実施しました。

令和３年度につきましては、特別相談窓口を継続して設置するとともに、事業者応援
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チラシの作成による事業所のPRなど、事業者の経営安定化に向けた支援を実施してい

ます。

⑤ コロナ禍で保健所の体制が西多摩では青梅地区に一カ所しかない状況で極

めて問題であることが表面化していると言えます。

様々なことが起きる状況下で保健所の増設は市民の命と健康を守る上でも欠

かせません。強く国や都へ働きかけ元に戻すよう働きかけてください。

→健康課

【回答】

西多摩地域の保健所の数につきましては、意見を申し上げる立場にありませんが、地

域保健法の下、保健所所管区域の見直しが行われてきたものと認識しております。

東京都市長会では、令和３年２月に東京都に対し、ひっ迫する都保健所の体制強化

及び市が設置する保健所への支援を行うことを要望しております。

市といたしましては、地域保健対策を総合的に推進するに当たって、保健所を始めと

した関係機関と連携・協力しながら取り組むことが重要であると考えております。

2. 大災害がこの間日本のあちらこちらで毎年起こり、そのことに対する対応は市に

も求められます。次の点についてお答え願います。

① 災害等の緊急時の対応として、災害に伴う支援体制、緊急避難場所の収容人

数や近隣での確保（自治会の会館等含め）、災害後の復旧作業、物資の確保・

被害者への財政支援を含めた対応策等を引き続きとってください。

秋川流域の河川の氾濫による被害に対し、現状ではどの程度改善されていま

すか。今後継続した課題についてお示しください。

→前段：地域防災課 後段：建設課

【回答】

（避難所について）

市が指定する避難所等の施設及び収容人数は、全体で２６施設、１３，４６８人となっ

ております。個々の施設については、地域防災計画の資料編に掲載しており、昨年３月

に改正したものがホームページで確認いただけます。

また、避難所については、小・中学校や地区会館などを指定していることから、災害の

種別や対象施設の被災状況にもよりますが、比較的遠方とはならない避難所が活用で

きるものと考えています。

（災害備蓄について）

市では災害時に備え、飲食料、乳児用ミルク、毛布、マットなどを備蓄しています。ま

た、新型コロナウイルス感染症対策として、間仕切りテント、マスク、消毒液など、避難所

で使用する備品や消耗品の備蓄を継続的に行うとともに、防災用救急セットを指定避難

所に新たに配備します。この他、自主防災組織が各地区の会館等を避難所として使用
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する場合に備え、各町内会・自治会にも、感染症対策用資機材や防災用救急セットを

支給する予定です。

また、個人やご家庭で必要なものを備蓄することで、在宅避難ではもちろん、避難所

に持参することで安心につながるため、市民の皆様にも、ご自宅でできる災害備蓄につ

いて、市広報等でお願いしています。

今後も公助として必要な備蓄を進めてまいりますので、市民の皆様にも自分や家族の

ために、家庭内備蓄に取り組んでいただきたいと考えています。

（被災者への財政支援）

被災者への財政支援については、災害救助法や被災者生活再建支援法が適用とな

った場合、各法の定めにより支援を行います。また、東京都独自の支援策なども積極的

に活用し、被災者の支援に繋げたいと考えております。

（秋川流域の河川の氾濫について）

秋川支流において、流水を阻害する土砂や立木の撤去等は完了しておりますが、秋

川支流の氾濫による災害の復旧につきましては、現在も復旧工事及び復旧方法の検討

を進めているところです。

※ 秋川本流は東京都管理のため、秋川支流として回答しています。

② 災害時等の緊急避難場所等での感染リスクも、現状では考えないわけにはい

きません。それらの対応策についてお示しください。

→地域防災課

【回答】

新型コロナウイルス感染症対策として、避難所運営で最も大切なことは感染防止です。

このため、避難所内が密にならないよう各避難所の収容人数を施設の構造などを参考

に、１／４～１／６に減らして受け入れる計画を立てています。また、避難所内でソーシャ

ルディスタンスを保つため、間仕切りテントの整備を進めています。

さらに、各避難所に非接触型の体温計を配置し、受付前には検温、簡易問診及び健

康状態確認票による健康チェックを行い、滞在中においても、健康管理チェックリストを

用いて、定期的に健康状態を確認することとしています。その他にも、換気、手洗い、消

毒等の徹底を図り、避難所内の衛生環境確保を行うとともに、受付の段階で体調不良を

確認できた方や滞在中に体調不良となった方には、健康な方とは別の部屋などで避難

をしていただきます。

また、多くの避難者と接触の機会を持つ健康チェックや受付を担当する避難所従事

者には、フェイスシールド、マスク及び手袋を着用させるなど、感染対策を行います。

併せて、市民の皆さまには、市広報、ホームページなどで、避難時の感染症予防対

策や感染対策品の持参などをお願いしています。

③ 避難場所での滞在の場合のジェンダー平等を含めた密にならない対策や過し

やすい環境（場合によってはお風呂、シャワー室、誰でもトイレなどを含め）に
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ついて対応策を検討して下さい（必要なものの備蓄や購入等含め）。

→地域防災課

【回答】

避難所運営においては、避難所として使用する施設の特性やその施設の被災状況

などから、避難者一人一人に十分な環境の提供が困難となることが想定されます。また、

災害時は、公共施設を避難所として活用することから、施設の設置目的や運用によって

設備が異なり、必ずしも多様なニーズに対応可能な避難所機能を保持しているとは限り

ません。

そうした中においても、可能な限り過ごしやすい環境を目指すことは必要と考えていま

す。

現在、避難所感染対策備品として、間仕切りや着替えなどに使用できる屋根付きのテ

ントを備蓄しておりますが、これらはプライベート空間としても活用できます。また、毛布、

マット、段ボールベッドなどの備蓄も進めています。

トイレは避難所において重要な設備です。近年では、公共施設の改修などに合わせ

て、だれでもトイレが設置される施設も増えました。現在、未設置の施設についても、改

修等の機会を捉えて、避難所活用を踏まえた設置を依頼したいと考えています。

お風呂やシャワーについては、長期避難に至った際には、衛生面からも必要な施設

であると認識しています。市民体育館などに設置されているシャワーや自衛隊などが提

供する仮設入浴設備を活用する機会が生じた際には、既存施設や提供される施設数に

応じて使用方法を工夫するなど、可能な限りニーズに応じたいと考えています。


