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　2013年10月、前市長の「大型開発優先市政」「市民イジメの『行革』」に対する批判から、自・公・民３党
推薦で、盤石といわれた前市長の後継者を破って当選した福田市長。
　福田市長初の予算となった2014年度当初予算の市税収入は過去最大となり、減債基金から新規借り入れを
せずに収支均衡をはかることができ、前市長が常套文句としてきた“財政が厳しい”という言葉は当てはま
らない状況となりました。
　ところが福田市長は、「行財政改革に関する計画」「新たな総合計画」で、今後大きく市税収入が増加する
ことは見込めないうえ、「少子高齢化のさらなる進行」から、今後毎年度200億円程度の収支不足が見込まれ、
本市の財政は「極めて厳しい状況」が続くと断定。市民サービスをゼロベースで見直し、「スクラップ・ア
ンド・ビルド」の徹底を図ると明言。市の幹部でさえ、「行革の大きな種は尽きている」と漏らす中で市長は、
障がい者支援施設運営費の市単独加算定率加算10％の半減、「かわさき障がい者110番」の廃止。福祉電話相
談事業、高齢者外出支援サービス事業、高齢者住み替え家賃助成事業の見直し・廃止など高齢者施策も削減。
公共施設の利用料・使用料の値上げも次々と実行してきました。
　川崎市の2018年度一般会計予算は7366億円で４年連続、過去最大。市税収入は前年度比407億円増の3479
億円で５年連続過去最高。政令市で２年連続、唯一の普通交付税・不交付団体となっています。財政健全化
指標は、すべて基準値を下回っており、市税収入、財政力指数、財政健全化指標、市債残高、減債基金残高
のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力です。
　2017年度一般会計決算では、減債基金の残高は、政令市平均では市債償還額の４年分ですが、川崎市は11
年分にもなり、一人当たりの額は政令市の1.8倍です。これを政令市並みの市債償還額４年分にすると残高
は1000億円前後あれば十分であり、他都市よりも川崎市は1200億円も過大となります。10年後にしても、推
計では3023億円にもなり市税収入に匹敵する額となり、政令市平均よりも1000億円以上も過大となる金額で
す。明らかに「ため込みすぎ」です。
　市長は減債基金という市の貯金からの借入を理由に「極めて厳しい財政状況が続く」と強弁していますが、
川崎市は毎年、市債返還額より多く積み増しをしてきており、2017年度決算でいえば取り崩し額、すなわち
返済額よりも243億円も多く積み立てているのです。収支不足とされる分を引いて積み立てれば収支不足も
出ず、減債基金から借入れる必要はありません。わざわざ借入という形式をとるのは、市民に収支不足が出
ているように見せるためであり、作られた収支不足といわなければなりません。
　「財政が厳しい」と強調する一方で、福田市長は、当選半年後の2014年予算に港湾関係だけで特別会計合
わせて150億3700万円余の超大型予算を組んだのを皮切りに、この間「国際戦略総合特区制度を利用したラ
イフイノベーション事業」、１メートル１億円以上の「川崎縦貫道路整備事業」、540億円もかかる「臨港道
路東扇島水江町線の整備」、最低でも300億円かかる「羽田連絡道路の整備」、さらに「企業が一番活動しや
すい川崎に」と国家戦略特区の具体化と、大型事業には前のめり姿勢をあらわにしてきました。これらの大
規模事業費は、臨港道路水江町線に540億円を含む川崎港湾計画で約870億円、羽田連絡道路建設に約300億円、
東扇島堀込部埋立事業に約240億円、川崎アプローチ線事業に約300億円など、総額約1700億円にものぼりま
す。さらに、カジノ誘致に意欲をみせ、外国の富裕層を呼び込むとして、臨海部に外国人専用の医療ツーリ
ズム病院の設置まで認める構えです。
　このように、豊かな財政力を持ち、市民から政令市で最も高い市民税をとっているにもかかわらず、福祉・
くらしの予算は抑制し、臨海部の大規模事業への歳出は大幅に増やしてきたのが福田市政の特徴です。市民
生活にとって必要性がなく、市財政圧迫の要因になりかねない、不要・不急の大規模事業はやめ、税金の使
い方を市民のくらし・福祉を重視する投資型に転換すべきです。
こうした立場から、日本共産党は市長の市政運営と対峙し、奮戦してきました。この冊子は、2015年３月議
会から2018年12月議会までの共産党市議会議員団の４年間の議会論戦をまとめたものです。ぜひ、多くの方
にお読みいただきたいと願ってやみません。
　2018年12月 日本共産党川崎市議会議員団

団長　市　古　映　美　　　

はじめに
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2015年第１回川崎市議会定例会代表質問（２月27日）

　２月20日、中学１年生が殺害されるというほんとにむごい事件が起きてしまいました。心からのご冥福を
お祈り申しあげます。なぜ、あのような形で13歳の命が奪われなくてはならなかったか、私たちは深く検証
しなければならない、と思います。
最初に予算案の特徴について
　新年度予算は、歳入では過去最大規模の6189億円となりました。対前年度予算比較で市税が40億円、地方
消費税交付金92億円増加となったものの、普通交付税・臨時財政対策債の減少、法人市民税の税制改正によ
る減収で22億円減収をあげ、歳入全体の増加が見込めないと断定。さらに、社会保障関連費の増加などの財
政需要もあり、54億円の収支不足が見込まれる“厳しい”財政状況にあるとしています。
　しかし、2014年２月の「川崎市行財政運営に関するプログラム」（案）では、2015年度は約44億円の収支
不足だと試算されていました。そのわずか半年後の８月に出された「中長期の収支推計」では、194億円の
収支不足と修正したうえ、今後毎年度200億円程度の収支不足が見込まれるとしていました。150億円も不足
額が膨らんだ理由について、直近の人口推計・経済見通し、法人市民税の減収など精査した結果だと答えま
したが、その積算方式については、「出せない」と頑なに拒みました。
　その後、またもやわずか半年で今度は140億円の収支不足だとし、その見込み額の差が生じた理由について、
歳入については地方消費税の増、固定資産税の評価替えによる増などをあげ、歳出について見直しをしたこ
とをあげています。しかし、８月の時点ですでに法人税の減収は見込まれており、地方消費税も４月から実
施されておりその増は当然見込まれていたはずです。これらを入れても194億円の収支不足と試算していた
のに、同様の資料を使って今回の提案では54億円の収支不足にとどまった試算となっているわけです。
　さらに、８月には、今後10年間の収支不足の見通しを1633億円～3941億円と試算していました。しかし、
新年度予算の中長期的な収支見通しでは、2016年度は124億円、2017年度は187億円、2018年度以降は不交付
団体へ移行する見込みであり（つまり、基準財政需要額と基準財政収入額の差がゼロ）、2019年度以降は収
支不足の解消が見通せる状況だとしています。天変地異が起きたわけでもないのに、半年ごとに140～150億
円単位で推計が異なるのでは何のための推計かわかりません。これでは10年単位の推計はまったく信頼に足
るものとはいえないではありませんか。しかも、この推計が「行財政改革に関する計画」「新たな総合計画」
の基礎になるわけです。このように、収支不足の推計について信頼が問題になっているときに、“財政が厳
しい”という結論と、市民サービスのスクラップ・スクラップ・アンド・ビルドが必要という強調は変わり
がないのです。
　改めて市長に伺います。2014年２月の収支不足見通しと８月との差、そして今回の差における推計の試算
根拠を正確に示してください。また、これだけ短期間で収支不足の見通しが異なるのに、“財政が厳しい”
という結論だけは変わらないのはなぜか、についてもお答えください。
今後の事務・サービス等のあり方（案）に関連して
　この「あり方（案）」に基づき、施策の優先順位付けを行いながら、スクラップ・スクラップ・アンド・
ビルドにより、当初目的が薄れた市民サービスの見直しや、世代間の受益と負担を考慮した市民サービスの
再構築などを行ない、持続可能な制度の下、真にサービスを必要とする方に、より質の高いサービスを提供
していく「質的改革」を全市をあげて進めていく、と市長は述べています。この取組みの背景として、人口
減少期を見据えた行財政運営の必要性をあげています。
　現在は、現役世代約３人で高齢者１人を支える「騎馬戦型」になっているが、2050年度には現役世代１人
で高齢者１人を支える「肩車型」になることも想定される、として、不断の見直しが必要としています。65
歳以上その全部が支えられる存在なのか、このことは以前からそうではないことが指摘されてきました。そ
れなのに、またぞろこの「肩車型」を前提として出してくるのは、どういうことでしょうか、年金支給年齢
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も引きあがっているなかで、前提が違っているのではないでしょうか、見解をうかがいます。
　「川崎市の行財政改革に関する研究会報告」では、「市民サービス等」で、ａからｅにグルーピングをして
います。ｄグループには、高齢者外出支援事業、精神障害者バス乗車券交付事業、敬老入浴デー事業などが
あり、「効率性」の観点から見直しを行う、としています。ｅグループには、要介護者生活支援ヘルパー派
遣事業もあり、これは民間市場の成熟の度合いを考慮しながら、市の関与は最小限にしていくとしています。
　みんなそれぞれ、市民の切実な願いから実現したものばかりで、この間の非情な行革のなかでわずかに残っ
た福祉施策で、いまもこれらの施策は市民が喜んで使っています。これらを削減してしまうことは、川崎市
という自治体の存在価値そのものを否定することにならないか、伺います。
　第６期かわさきいきいき長寿プラン（案）では、要介護高齢者への在宅支援のための市独自の取組みにつ
いては、「紙おむつ等介護用品の給付」「寝具乾燥事業」「住宅改造費助成事業」「緊急通報システム事業」「福
祉電話相談事業」など軒並み見直しの対象になっています。新年度でみると、住宅改造助成費事業、福祉電
話相談事業、高齢者世帯住み替え家賃制度などが見直しの対象になっています。大した金額ではありません。
たとえ対象者は少なくなっても、みんな高齢者や家族が助かっている施策です。施設振興費も見直しされよ
うとしています。このなかのひとつ小規模介護施設の人件費補助は16施設にだされていた補助単価を10％削
減するというものです。新年度から介護報酬が引き下げられ、特に施設での報酬が６％引き下げられるとい
うなかで、なぜ、このような施策まで見直しの対象にするのか、削るところが間違っています。伺います。
子育て支援策について
小児医療費助成制度の拡充について
　「小学校６年生までの無料化をすぐ議会に提案します」との公約を掲げて当選した市長として２回目の予
算案となりましたが、新年度の拡充は小学校２年生まで、わずか１歳分だけの引き上げにとどまりました。
新年度から小学６年生まで拡充する相模原市、横須賀市、小学３年生まで拡充する横浜市と比べても立ち遅
れ、通院の助成対象年齢が県内の自治体の中で最低水準になることについて、市長の見解を伺います。
　「中学校卒業までの医療費無料化」「所得制限の撤廃」を求める署名行動に立ちあがるお母さんも現れまし
た。先日は新百合ヶ丘駅前で、朝から４人のママ友が集まり、手作りのプラカードを持って寒風が吹く中、
全員が１歳の赤ちゃんを抱っこして署名を集めたとのことでした。子どもの成長は待ってくれません。市長
は、小学６年生までの医療費無料化をいつから実施するのか、伺います。
　所得制限があることも大きな問題です。あるお母さんから「我が家には小学１年生と１歳の２人の子ども
がいますが、所得制限の壁に少しだけあたってしまい、助成を一切受けられません。長年、この差別に苦し
んでいます。先月１歳になったばかりの下の子が入院し、窓口で８万円を支払いました」との声が寄せられ
ました。現状の所得制限があるままでは、小学２年生まで拡充した場合でも、対象人口のうち１万９千人近
い（16％）の子どもたちが助成を受けられません。
　先日、小学６年生まで無料化している葉山町の町長が、「子どもの健康に親の所得は関係ない」として、
新年度から所得制限を撤廃すると表明しました。東京23区も所得制限なしで中学生まで無料化しています。
葉山町長のような「子どもの健康に親の所得は関係ない」という考え方について、市長の見解を伺います。
保育事業について
初めに待機児童解消について
　2015年４月の認可保育所の定員は昨年４月時より2,015人増やし２万2,340人です。１月30日現在の集計で
は、今年４月保育所等の入所にむけた新規の入所申請数は昨年より759人増えて8565人、そのうち入所でき
なかった「入所保留数」は2,736人で、昨年より26人減ったのみでした。定員を2,015人増やしたのに入所保
留数＝入所不承諾数はなぜ昨年とほぼ同数なのか伺います。
　入所保留となった方とその後新規の利用申込をした方対象に２月２日から６日までの期間に受付し、空き
がある認可保育所について２次利用調整を行なったとのことです。２次利用調整に何人の申請があり、入所
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保留は何人になったのか伺います。市長は、施政方針で「平成27年４月に待機児童ゼロを実現するとともに、
その状況が一時的なものにならないよう、引き続き認可保育所整備による保育受け入れ枠の確保や川崎認定
保育園に通う児童の保育料補助などの取り組みを実施してまいる」といわれています。４月の待機児童ゼロ
は実現の見通しがあるのか、伺います。
　現在アフターフォローを行っていますが、アフターフォローで認定保育園等認可外保育施設に入所すると
待機児童ではなくなる現在の取組みでは、たとえゼロになったりゼロに近い状況になったとしても待機児童
ゼロは一時的にならざるを得ないと考えます。認可保育所に申し込んで入所できなかった保留児を待機児童
とカウントし、申し込んだ人がすべて入れる認可保育所整備をすべきではないでしょうか。伺います。
　子ども子育て支援事業計画（案）に各認定区分の１号から３号まで量の見込みが５年間について示されて
います。2015年度の量の見込みに対し、受入れ枠が確保されているのか伺います。また、確保策の基本的考
え方は「ニーズの高い認可保育所を核とした整備を進める」ことを明確に示すべきと考えますが考え方を伺
います。
待機児童の定義と実態について
　入所保留のAさんは週４日就労です。一時保育に約４万円払い週３日あずけ、土曜日は父親が見ていると
いうことです。一時保育は週３日、17時までという決まりがあるため、週５日働きたくても働くことが出来
ず、職場に頭を下げて早退させてもらい17時までに迎えにいっているとのことです。今回週５日フルタイム
で働くことに決めて入所申請したのですが保留となってしまったのですが、本市の定義で待機児童にはカウ
ントされません。Aさんのようにやむなく一時保育に預けている子どもを待機児と認めるべきですが伺いま
す。また、短時間勤務だとCランク、就労先確定だとFランク、求職中だとHランクですが、ランクが低く
て到底入所できません。しかしこうした方々も入所できなければ働くことができず、保育を必要としていま
す。本来、ランクでふるいにかけなくても、入所を望む全ての方が入所できる整備をすべきことを求めてお
きます。さらにランクが同じになった場合の「調整指数」ですが、同居の親族が65歳未満だとマイナス３点、
65歳以上の場合マイナス１点、近隣に親族が在住の場合はマイナス１点とのことです。ある病気がちな祖父
母の方は、祖父母がいることで減点になるというのでは生きていて悪いみたいともらしたとのことです。始
めから入所申請を拒まれているような実態があるとの声が寄せられています。マイナス指数は止めるべきで
す。伺います。
保育士の確保対策と処遇改善について
　今年度「かながわ保育士・保育所センター」や保育士養成施設との連携を強化し就職相談会や就職支援セ
ミナー等によって保育士が実際何人確保されたのか実績と今後の対応を伺います。また、４月開設時に向け、
新設園の保育士の確保が困難という実態があると仄聞しましたが確保されているのか伺います。新年度予算
案で民間職員一人当たりの処遇改善費を月額9600円から１万7,100円に拡充するとのことです。今年度は安
心こども基金を活用した事業ですが、これを受けるには各施設が賃金制度や研修計画、健康診断などの要件
が必要でこれらの計画書提出が必要となる仕組みとのことです。今年度及び2015年度について対象とする施
設の類型と対象人数、職種、その考え方を伺います。また財源内訳も伺います。
教育をめぐる環境改善について
少人数学級の拡充について
　全国的には、国の施策を待つことなく、小学校３年生以上の学年に、自治体での少人数学級の拡大は進ん
でいます。福田市長も、市長選のときに、少人数学級の川崎市独自の拡大について「賛成です。市独自で行
うことになりますから、財源負担はできるだけ抑えなければなりません。まずは、非常勤によって教員を確
保しつつ、県・国へと要望を続け、財源のめどがたつと同時に、正規の教員による少人数学級を実現したい」
と実施の方法まで踏み込んで意見表明されていました。
　川崎市教職員組合がだした「2014年度学校教育白書」によると、圧倒的多くの学校で、「子どもたちを丁
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寧に見取り、生活面で落ち着きがみられるためにも、教職員の心のゆとりや健康を守るためにも30人以下学
級の実現を」のぞむ声があふれています。事前の調査では、新年度小学３年生で35人以上になる小学校が11
3校中47校あり、現時点で加配される教員を少人数学級に使う学校は30校ということでした。やらない理由は、
他の学年で少人数をやりたい、また、少人数指導をやりたい、ということでした。同時に学校からの切実な
声に「体調が悪くても休めません。休めたとしても気をつかってお休みをいただくのでは、気が引けてしま
います。教職員に心身のゆとりなくして、よりよい教育活動を行うことはできません。学校は、ほんとうに
人出不足です」これと同様な声がたくさんあがっています。学校教育白書で示されている少人数学級を望む
圧倒的声とこの実態には、加配教員が限られているなかで、学校が苦心しての選択なのだろうと思います。
学校現場の実態から、今こそ市独自で教員を確保する決断を行い、少人数学級の拡充をすべきではないでしょ
うか。市長の考えと一致するものと思いますが、市長に伺います。
中学校給食について
　「早期実施のため」という理由で大規模センターPFI方式を導入し、2017年２月実施する計画でした。とこ
ろが、今年１月20日にスケジュールの見直しが報告され、南部センターは2017年９月に、中部・北部センター
は2017年12月、最大10ヵ月遅れるとのことです。一方、自校調理２校と小学校と合築の２校は予定通り行わ
れるとのことで、安心・安全、おいしい給食という面だけでなく、早期実現のためにも自校調理方式の優位
性が明らかになりました。全校調査で明らかになった、自校調理が可能な10数校をはじめ、自校調理校を増
やすべきです。伺います。
　３センターのうち南部では、給食が作られている様子を市民が見ることができる見学コースを施設内に設
けますが、中部・北部では見学コースが設けられないとのことです。１万食も作るのに、日常的に見学でき
ないのでは安心安全は保障されません。見学コースを作るべきです。伺います。
　教育長は2014年12月議会において、「PFI方式においても地元事業者への具体的配慮については、入札公告
までの間に検討していく」と答弁されましたが、検討状況について伺います。自校調理方式の給食室の整備
や、センター方式の配膳室等の整備において、地元建設業者の活用はどう検討しているのか、伺います。配
膳室が１階にある場合、上階まで食管を運ぶのは安全上から見ても不安があります。既存のエレベーターも
活用した、配膳用エレベーター設置を行うべきです。伺います。
議案第29号から議案第31号に関連して
　川崎市教育委員会が、法改定を機に児童・生徒等への教育を受ける権利を保障するために、より良い教育
行政を推進することを切に希望し、質問します。
　今回の改定の主な内容は、教育委員長と教育長の一体化、総合教育会議の設置、教育に関する大綱の策定
です。教育委員会は、児童・生徒等の教育を受ける権利を保障するために、いかなる圧力も受けず、不偏不
党であること。法の改正後であっても、教育委員会制度は存続すること、教育委員会が教育行政の最高意思
決定機関であること、この「３つの根本方針」は不変であることを文科省が確認していることは極めて重要
であると思います。教育長の認識を伺います。
　今回の改定で、市長に与えられる権限が乱用されて、教育委員会の独立性が侵害されることが危惧されま
す。文科省は、市長の不当な介入や圧力を排除・防止するための措置を規定する通知をだしています。その
通知の内容に対する認識と運用について教育長に伺います。
　教育に関する『大綱』を市長が策定することについてです。
　国会でのやり取りでは、市長は、国の教育振興基本計画を参酌して「大綱」を策定しなければならないと
されていますが、「参酌」とは、参考にするという意味であり、必ずしも国の方針通りに大綱を定めなけれ
ばならないということではない、としています。教育委員会と市長とが合意することを「調整」と呼びます
が、調整がつかない事項を市長が「大綱」に記載した場合どのようになるのか、国会では、それは「意味の
ない」大綱となる、と答弁がされていますが、見解を伺います。
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　また、国会の審議のなかでは、総合教育会議で協議すべきではないものの例示として、教科書採択、教職
員人事などがあげられていましたが、市長の主義主張に偏った教材や教育も同様に協議すべき事項ではない
という答弁がされた、と思いますが、見解を伺います。
障がい者施策について
　予算案に「市単独定率加算の見直し」が盛り込まれました。今回の見直しは10％の定率加算を地域生活支
援センターを除く通所施設で５％に半減させるというもので、この減額だけで２億9500万円にのぼります。
利用の少ない加算も廃止するということで、合計で約３億円もの予算が削減されます。運営費のほとんどを
人件費が占める福祉の事業者にとって、５％もの収入の減少には職員の削減で対応するしかありません。「受
け入れる利用者を減らすしかない」という施設もあります。
　削減の理由について「国の報酬単価が7.1ポイント上がるなど改善されている」としていますが、物価の
上昇や職員の処遇改善、耐震対策など、それを上回る様々な経費が増大しており、改善などされていないの
が現状です。このままでは、障がい者を受け入れきれない事業所が生まれることが危惧されます。重大なの
は、事業者への提示が今年１月16日で、わずか２ヵ月半後の４月から実施するということです。あまりにも
乱暴なやり方といわなければなりません。削減は止めるべきです。伺います。
　相談支援事業についてです。これまで繰り返し体制強化を求めてきましたが、予算案では、各区３ヵ所あ
る地域型相談支援センターに非常勤ひとり分の予算が新たにつきました。しかし相談支援事業は、どの事業
所も一人の相談者に対し、長い時間をかけてその人の生き方に沿ったその時々の支援プログラムを作り、支
援しています。その性格から考えれば非常勤ではなく、正規職員をつけるべきです。基幹型も含め、正規職
員を増やすべきですが、伺います。　
介護保険料改定について
　第６期介護保険事業計画では、介護保険料段階を13段階から14段階に細分し、介護保険給付準備金を取り
崩し、保険料基準額を5,540円とすることが提案されました。高齢者のみなさんは、年金の給付が減るもと
で消費税率引き上げや円安による物価の上昇、医療費の引き上げなどでかつてない厳しい生活を強いられて
います。高齢者実態調査では現状の基準額5,014円でも高いと感じる人が76％もおられます。これ以上の値
上げは耐え難いものです。市長は、一昨年の市長選の後のインタビューで介護保険料について、「抑制に努
める」「『下げるとは言っていないが、将来的には下げたい』」と言っておられました。そうであれば、今回
の改定に当たり、さらなる多段階化や一般会計からの繰り入れなどあらゆる工夫をして「抑制に努める」、
即ち値上げを抑えるべきです。市長に伺います。また、横浜市、名古屋市では、低所得者の負担軽減策とし
て第１、第２段階の保険料率を基準保険料の0.4とすることを提案しています。本市においても現行基準額
を5,014円に据え置いたうえ、横浜市、名古屋市などのように低所得者の負担軽減を行うべきですが伺います。
介護報酬削減に伴う福祉施設の影響について
　政府が打ち出した2.27％の介護報酬削減は、介護職員に対する処遇改善の「重点化」部分を除けば4.48％
の大幅な引き下げとなります。施設介護やデイサービス、訪問介護などの事業で収益となる「基本報酬」は
軒並み引き下げられ、事業者や地域に及ぼす影響は過去最大の規模となります。
　先日、介護報酬削減についてお話をうかがった中原区の特養ホームの責任者は、「施設はぎりぎりで運営を
している。施設の維持管理や補修費の資金をためておかないといけない。施設ができて10数年になるが、昨
年も暖房設備が故障し思わぬ出費となった。大企業の内部留保と一緒にされては心外だ」と、訴えられました。
　今度の介護報酬削減によって、事業所の撤退や事業縮小によるサービス低下が生じ、多くの介護難民がう
まれることが懸念されます。こうした事態を避けるためにも、川崎市は、国に対して介護報酬の削減を見直
すよう申し入れるとともに、この削減で影響を受ける介護施設に対して支援策を検討すべきです。伺います。
中小・零細企業への支援策について
　中小企業支援事業とされる４億1600万円余の42％は「産学共同研究開発促進事業費」で、その内容は、ナ
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ノ医療イノベーションセンターの土地の購入費であり、これでは市内中小企業の支援策とはいえないもので
す。昨年６月に成立した「小規模企業振興基本法」は、小規模事業者が「成長発展」のみならず、「事業の
持続的発展」ができるよう、事業を維持していること自体に意義を認め、国や地方自治体などが支援策を講
じるよう求めたもので、新年度予算もこの立場からの施策が求められます。
　いま、川崎市も参加して中小企業振興のための条例が検討されていると思いますが、市として条例化する
にあたって、「小規模企業振興基本法」を踏まえたものにすべきと考えますが、見解を伺います。現在の検
討状況と今後の予定についても伺います。
　先日、機械部品製作を行う経営者にお話を伺いました。材料となるステンレスは２割ほど値上がりし、関
連する工場が近くから無くなり、遠方まで出かけて仕事の打ち合わせや発注を行わなければならなくなり、
時間もガソリン代も多くかかるようになりました。しかし、それらを価格に転嫁するのは難しいとのことで
した。昼は営業の仕事、夜は部品加工の作業、仕事は遅くまで続きます。このように工場集積が崩れていく
中で必死の思いで経営を続けているのです。生き残って地域経済を支えている中小・零細企業こそ、今、支
えなければなりません。せめて、電気料補助や工場家賃補助など固定経費への補助を行い、経営の底支えを
すべきですが伺います。
金融支援について
　予算案では金融に対する預託金が前年度より43億６千万円ほど削減されています。預託金は、金融機関に
資金を積むことで金融機関がその運用益を金利負担の引下げ等に活用するものです。今回の預託金の削減で、
金利引き下げ等に影響はないのか伺います。また、現在、円安不況対策として「不況対策資金」の金利を引
き下げ、５年型で1.4％、10年型で1.6％の金利で融資を行っています。しかし、この制度の利用できるのは
３月31日までに申し込みがあった場合で期間限定です。今後も経営環境はより厳しくなることが予想される
ことから、金利負担を市が行い金利負担のさらなる軽減が求められています。対応を伺います。
ナノ医療イノベーションセンター事業について
　本年２月１日に川崎市と産業振興財団が基本協定書を交わしました。その中で、当初、賃料収入によって
運営するという計画を見直して、７年間の立ち上げ期間を設け、共有スペースに対する総額９億円の維持管
理費の一部負担を決め、さらに、貸付元金の据え置き処置をとること。合わせて、センター用地の地代を免
除し、無償貸与することで、実質２億2790万円の支援に相当する支援策を打ち出しました。
　最初に計画を提案した昨年の予算議会では、企業からの資金調達や国からの補助金で賄うので市からの支
援を考えていないと説明されていました。なぜ、当初説明したことを覆して支援を行うことにしたのかにつ
いて伺います。昨年の審議の中で何度も確認しているわけですから、このような事態を想定できなかったと
いうことでは済まされません。明確な説明を求めます。
　事業収支計画では、８年目以降、借入金の返済が始まるので、収入を6000万円増やさなければなりません。
ところが、本事業の中核のＣＯＩＮＳ（コインズ）は、文科省の革新的イノベーション創出プログラムの対
象事業として位置づけられていますが、研究自体は７年で一区切りを迎え、最長でも９年で終わるというこ
とです。つまり、立ち上がり期間７年を過ぎたら、長くても２年後に補助研究が終わることになります。当
然、事業の縮小・撤退等も考えられ、収入減を見込まなければなりませんが、８年目以降約6000万円もの収
入が増えるとしている収支計画は辻褄が合わない、成り立たないと考えます。それなのに、「８年目以降約6
000万円もの収入が増える」とするその根拠を具体的にお示しください。
市内大企業のリストラ計画について
　半導体大手企業ルネサスエレクトロニクスは、早期退職を強要するため「キャリアチェンジプランニングセ
ミナー」と称する面接を業務命令の一環として実施しています。このキャリアセミナーを受けることを断ると
「業務指示」として受けることを強制されるとのことです。この面談を受けた中原区内にある玉川事業所で働
く50才代のＯさんは、面接担当者から「あなたの仕事はもうない。社内転出内のリクルート会社を紹介するよ」
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などと言われ、精神的な苦痛を負ったと訴えています。同様の相談が電機情報ユニオンに多数寄せられてい
るとのことです。川崎市内の大企業でこのような違法性が疑われる面談が実際に行なわれているわけですか
ら、市民を守るべき自治体の長として実態調査をして適切な対応をはかるべきです。市長に伺います。
武蔵小杉駅周辺の風対策について
　風対策を自治体として取り組んでいる世田谷区では、二子玉川東地区における風環境改善の取組みとして、
風調査検討プロジェクト専門家会議を設置し、風環境の調査、対策を実施しています。
　その前提となる風環境の調査について、専門家会議の議論を経て、現地の風環境を正確に把握するため、
①風速等の観測機器による現地での定点観測②数値流体解析（コンピュータ・シミュレーション）による再
開発区域全体の風環境の解析を行ったと報告されています。定点観測では、2013年５月に再開発事業区域周
辺の８箇所に風速計、風向計を設置し（設置高さ地上３ｍ）、2013年６月より観測を開始し、建物の影響も
確認するため2013年10月以降、現在も継続しています。観測箇所は、周辺建物の状況から強風の発生が予測
される箇所、周囲の建物の影響を受けない箇所等、再開発事業区域全体の風環境把握のために必要な箇所を
選定しています。観測は10分間ごとの風速、風向を計測し、１日に144個のデータを収集しています。さらに、
周囲の建物の影響が少ないと考えられる観測点について、東京管区気象台３の観測結果との比較を行い、風
向データが概ね同一の傾向を示していることを確認し、定点観測データの信頼性の確認まで行われています。
世田谷区の取り組みは大変参考になると思います。世田谷区と連携・協力に関する包括協定を結んだ川崎市
として、その趣旨にも合致すると思われる風対策についても、連携・協力して取り組むべきと思いますが、
見解を伺います。川崎市として、世田谷区の調査手法を参考に、現状の風環境の把握から独自に調査し始め
るすべきと思いますが、対応を伺います。
羽田連絡道路の整備計画について
　ルート、構造、事業主体、事業予算、大田区との調整、合意もなされていない段階で、新年度予算では羽
田連絡道路整備事業費として１億5100万円が計上されました。本年２月９日、日本野鳥の会から出された質
問に対する福田市長の回答の中で、市民生活の面からの効果として、「災害時の避難経路の多重化等により、
防災力の強化にもつながる」としていることは、防災の基本にかかわる重大な問題です。
　そもそも避難経路というのは、震災、市街地火災時などに住民が広域避難場所へ安全に避難するための道
路、緑地及び緑道等のことです。防災自治の観点からも、川崎市域外に広域避難場所を設けていない川崎市
は、当然、多摩川を越えて市域外の東京都側へ避難する経路は一つも想定されていません。また、豪雨時や
津波襲来時に河口付近の橋を避難路として多摩川を越えるような避難はありえません。羽田連絡道路の整備
を正当化するために、こうした防災行政の基本を根本から変更するつもりなのか、伺います。
臨港道路東扇島水江町線の整備について
　市長が言っていた「東扇島の１万人の労働者の避難経路」という理由は、東扇島から津波浸水予測地域の
水江町へは避難させないという川崎市津波避難計画との矛盾が明らかになり、使えなくなりました。ところ
が今度は、川崎港振興協会の雑誌『港かわさき』の本年１月号に「新しい川崎港のシンボル、臨港道路東扇
島水江町線整備事業」という港湾局課長補佐の報告が掲載され、「津波襲来時には、東扇島の就労者等が避
難可能な高台としての防災機能を発揮する」などと解説しています。「避難経路」から「避難可能な高台」
に言い換えているのです。総務局危機管理室に確認したところ、地震・津波からの一時的な避難場所として、
橋の上を指定している事例は、多摩川に架かる橋も含めて一つもないとのことです。津波避難施設を管轄す
る国土交通省港湾局技術企画課に問い合わせたところ、港湾施設で橋梁を避難場所に指定している事例は全
国で聞いたことがない、国としても位置付ける予定はないとのことです。国としても全く位置づけていない
ことを、川崎市は、あえて、津波避難の原則や常識を覆してまでおこなうということなのか、伺います。
　２月10日の市民委員会で報告された港湾局の「コンテナ利用の急増と今後の対応について」という資料で
は、「増大する交通負荷への対応」として「海底トンネルの計画交通量、１日約2.9万台に対し、現状ピーク
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時において１日約3.5万台の交通量に達する日もあり、交通渋滞が発生している」として「東扇島地区と水
江町地区を結ぶ道路を整備することにより交通の分散化を図る」としています。海底トンネルでピーク時に
１日3.5万台に達した日数は年間で何日あったのか、伺います。また、計画交通量が１日約2.9万台に対して
実際の年間及び１日あたりの交通量を伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問の前の意見】
　予算案の収支見通しについてですが、昨年２月から８月、８月から今年２月の半年ごとの収支不足が140
億円から150億円の差がでることについて「２月の『収支見通し』は2014年度予算を編成するなかで作成した」、
「８月の『収支見通し』は2014年ベース」に作成した、2015年度の予算編成は「８月の『収支見通し』をベー
スに進めて」きたが、行革や市税収入の増加などにより、異なったと答弁されました。「2014年度予算作成
のなかで」「2014年度予算をベースに」「2014年度予算のベースになった８月の『収支見通し』をベースに」
した、つまり、同じ資料・材料をもとにしながら、収支不足の額はなぜか半年ごとに違う試算だったのです。
新年度の収支不足は54億円、これを減債基金から借り入れをする、だから財政の厳しい状況はかわらない、
と強調していますが、減債基金の2014年度末の現在高見込みは1824億円、2015年度末現在高見込は1963億円、
約2000億円です。しかも2019年度には「収支が均衡する」というのですから、ことさら財政が厳しいと市民
を動揺させるようなことはやめて、市民サービス削減ではなく、市民要求実現のため全力を挙げるべきこと
を求めておきます。
【再質問】
小児医療費助成制度の拡充について
　県内自治体の新年度予算案の状況をすべて調べた結果、これまで就学前までが対象だった開成町と湯河原
町も一気に小学６年生まで拡大し、他の多くの自治体も対象年齢を拡充する結果、県内33の市町村で、新年
度、小学２年生までは川崎市だけとなり、通院の助成対象年齢が県下で最低となることがわかりました。
　県内では中学３年までが11自治体、小学６年までが15自治体まで増え、これらの多くは市長や町長が公約
に掲げなくても拡充してきたのに、川崎市では「小学６年生までの無料化をすぐ議会に提案する」と公約し
た市長のもとで、それを実行しないために県下で最低になってしまうのです。県内の他の自治体と比べて医
療費負担の格差が最も大きな自治体になってしまう。その責任のあまりの重大さが先ほどの答弁ではありま
せんでした。県下で最低になることについて、再度、市長の見解を伺います。
　さらに重大なことは、「子どもの受療率や医療費の負担感の高い小学校３年生までを優先」すると言いな
がら、それすら新年度予算では拡大しないこと。同時に「平成28年度には小学３年生まで拡大することを目
指す」という答弁は、すなわち新年度だけでなく、その次の年度も「小学６年生までの無料化」を実行しな
いという、「３年連続公約違反」の予告宣言に他なりません。あらためて「小学６年生までの無料化をすぐ
議会に提案します」とした公約について、市長にとって「すぐ議会に提案する」とはどういう意味だったの
か、明確にお答えください。
　所得制限について、「限られた財源の中で、今後も設ける必要がある」と述べ、「子どもの健康に親の所得
は関係ない」という考え方についての質問には答弁がありませんでした。再度、伺います。所得制限で助成
を受けられない父母は、同じ基準で児童手当も支給されず、様々な不平等に悔しい思いをしています。本来、
子どもの医療費は義務教育と同じように所得に関係なく平等にすべきです。
　東京23区や、さいたま市だけでなく、県内でも中学校卒業まで無料化する11の自治体のうち、９つの自治
体は所得制限がありません。財政力指数が政令市トップの川崎市で出来ないはずがありません。財源の問題
ではなく、子どもの命を大切にする姿勢があるかどうかです。川崎市も所得制限を撤廃し、中学校卒業まで
の無料化を、市長が表明すべきです。伺います。
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中学校給食について
　自校調理校を増やすべきとの質問に対し、給食施設のあり方について、今後生徒数の推計、各調理場の稼
働状況、市の財政状況等も勘案し、必要に応じ検討していくとの答弁がありました。これは、犬蔵中学校、
中野島中学校以外にも、自校調理校を増やすことを、検討していくと、捉えてよいのか伺います。
　中部センターの見学コースについては、事業者から見学通路設置についての提案があれば、審査していく
とのことですが、一万食も作るのですから、安全安心の保障は市が責任を持って行うべきであり、事業者任
せにすべきではありません。中部・北部センターにも、見学コースを作るべきです、再度伺います。
ナノ医療イノベーションセンターについて
　「なぜ、当初説明したことを覆して支援を行うことにしたのか」との質問に、「研究費に対しては支援をし
ない」としながら、「センターの運営について」精査・検証した結果、「企業との共同研究費の獲得など、安
定的な事業運営に至るまでには一定期間を要する」から「立ち上げ期間に限り」支援を行うことにしたとの
答弁でした。企業との共同研究費の獲得が安定的に得られるまで支援するというのですから、これは形を変
えた研究費支援ということになるではありませんか。名目を若干変えれば市民を納得させられるなどと考え
ているのでしょうか。こうした支援は止めるべきです。
　事業収支計画では８年目以降、借入金の返済が始まるので収入を6000万円増やさなければならないこと、
しかし、本事業の中核のＣＯＩＮＳは７年で一区切りを迎え、最長でも９年で終わることから、７年を過ぎた
ら事業の縮小・撤退も考えられ、むしろ収入減を見込まなければならないのに、「８年目以降6000万円もの収
入が増える」とする根拠を具体的に聞いたのに対して、「事業化に向けて、企業等が入居していく」から、プ
ロジェクト終了後も「賃料収入について増加を見込んでいる」と、およそ具体性に欠ける答弁でした。この
程度の見通しでは市民は納得できません。改めて、具体的にお答えください。
「今後の事務・サービス等のあり方（案）」について
　「次世代構成の変化について、市民のみなさんにわかりやすく示すために2050年度には、現役世代１人が
高齢者１人を支える肩車型になることが想定される」と書いた書き方は市民に対して、先ほどの答弁のよう
に「元気な高齢者の方にサービスの担い手として活躍していただくこと」とは決して受け止められません。
市民に対しての脅しに見えます。答弁が真意というのならあのような書き方はやめるべきです。伺います。
「研究会報告」でグルーピングしているうちの、特にｄグループの高齢者外出支援事業、精神障害者バス乗
車券交付事業、敬老入浴デー事業ですが、わずかに残った福祉サービスで、あれだけ行革をすすめた前市長
ですら、さらに手をつけられなかった、それだけ市民から喜ばれている事業です。「元気高齢者の方にサー
ビスの担い手として活躍してほしい」と一方ではいいながら、高齢者外出支援事業を見直ししていくとした
ら、言うことと、やるとこがまったく逆ではないですか、このような見直しはすべきではありません。伺い
ます。
臨港道路東扇島水江町線の整備に関連して
　川崎市の津波避難計画では臨海部の各島で働く労働者の垂直避難場所は確保してあるとのことですが、今
後、津波避難計画の中で、運河や河川にかかった橋の上を新たに垂直避難場所に指定する予定があるのか、
伺います。
臨港道路東扇島水江町線の整備について
　港湾局長は「津波襲来時の避難については臨海部の埋立地では、まず垂直避難」と、津波避難の原則を述
べました。だとするならば、雑誌に掲載された港湾局課長補佐の解説文から、臨港道路東扇島水江町線が「津
波襲来時には、東扇島の就労者等が避難可能な高台」になるとの説明は、東扇島の就労者に間違った避難誘
導を行なうことになることから撤回すべきですが、伺います。
　また、海底トンネルが「ピーク時は１日3.5万台の交通量に達する日もあり、交通渋滞が発生している」
との説明について、答弁では、その日は平成25年度、年間でわずか１日だけだったことが明らかになったこ
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とは重大な問題です。交通渋滞は年間で１日だけだったのです。２月10日の市民委員会では、その交通の分
散化を図るために臨港道路東扇島水江町線を整備する必要があると資料で説明されました。これは市民委員
会に出席していた議員をだましたことになりませんか。その資料と説明を撤回すべきです。伺います。
羽田連絡道路について
　日本野鳥の会からの質問に「災害時の避難経路の多重化等、防災力の強化につながる」とした福田市長の
回答について、多摩川を越えて避難するなど、防災における避難経路の基本的な考え方を根本から変更する
のかを質しました。ところが答弁では「災害時の避難経路や輸送路の多重化」と、あえて「輸送路」を追加
し、広域的な応援、広域的な幹線道路網の整備、生活支援物資の緊急輸送路などと、ことさら輸送路の整備
を強調する、すり替えの答弁がありました。
　川崎市域外に広域避難場所を設けていない川崎市では、多摩川を越えて市域外の東京都側へ避難する経路
は一つも想定されていません。震災、市街地火災時などに住民が広域避難場所へ安全に避難するための道路、
緑地及び緑道等を通常は避難経路として想定するのが基本だからです。東日本大震災での津波被害の例から
も、多摩川を遡上する津波襲来も予想される河口付近に架かる予定の羽田連絡道路が、本当に住民が東京都
側に逃げる避難経路として妥当だと考えているのか、伺います。
【再々質問】
小児医療費助成制度の拡充について
　まず、所得制限についてですが、市長は「良質な成育環境をすべての子どもに保障」するというならば、
親の所得によって医療費助成が受けられない子どもがいることを市長として放置できないと思いますが、伺
います。「小学６年生までの無料化をすぐ議会に提案する」という公約について、「すぐ提案する」とはどう
いう意味だったのか聞きましたが、答弁がありませんでした。
　市長は、小学校６年生までの拡大の早期実現に向けて、「行財政改革の取り組み等により財源の確保に努め、
様々な観点から幅広く検討を進める」と述べ、あたかも行財政改革が進まなければ実施されないとも受け取
れる答弁でした。市長選挙で市長は「本当は中学３年生までやりたいけれど、財政を考えると、まずは小学
校６年生までやらせてください」とまで言っていました。小学６年生までの無料化については、行財政改革
が進めばやるとか、段階的にやるという話でもなく、すぐに議会に提案すると明確なものでした。あれこれ
の条件を付けずに、ただちに実施すべきです。伺います。
羽田連絡道路について
　避難経路として位置づけられるのかということについて、必要性を持ち出すだけで、これから協議を行う
ということです。しかも、防災自治の原則から考えても、避難経路として位置づけられるかもわからないも
のです。それなのに、市民生活面への効果を理由に持ち出すのは、極めて不適切ではないでしょうか。
　ましてや、市長名で避難経路としての位置づけを持ち出すということは、現在の川崎市の防災計画では不
十分ということを自ら認めることになりませんか。このようなことを持ち出して連絡道路整備の予算化をす
るのは、間違っています。予算化を撤回すべきです。市長に伺います。
ナノ医療イノベーションセンターについて
　現在の研究開発については、2021年度までの期限が設定されており、その後は、早期事業化を図ることを
想定して、実用化を図る企業等への利用の転換が進むものと考えており、企業等からの賃料収入等の増加を
見込んでいるということですが、まず、実用化できるかもわからない段階で、しかも、利用が継続できるか
も不明確で、仮に、利用が継続されるとしても、だからと言って賃料を増額できるとは限りません。まして
や、６年後７年後と言えば、設備更新費用等新たな投資が必要になるわけです。８年後からの6000万円の賃
料を増額できる根拠を明確に示してください。例えば、参加企業等から、その裏付けとなる確約書等は結ん
でいるのか伺います。
臨港道路東扇島水江町線の整備について
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　港湾局長は、臨港道路について「津波襲来時には垂直避難先として十分ご利用いただけるものと考えてい
る」との答弁でした。しかし総務局長は、「運河や河川に架かった橋の上を新たに津波避難場所に指定する
予定はございません」と明確に答えました。地震・津波による橋梁の危険だけでなく、ここでは、コンビナー
ト災害によって海面や運河が火の海になる可能性もあるような危険な橋の上を、行政として津波避難施設や
避難場所に指定することも、それを推奨することも出来ないのです。
　津波避難計画で正式に指定された避難施設を紹介せず、国や市の防災担当が位置付ける予定がないという
橋を「津波襲来時には、東扇島の就労者等が避難可能な高台としての防災機能を発揮する」などと、あたか
も労働者の安全を守る避難場所のように宣伝したことは、行政として誤った避難誘導を行なうものとして、
明らかに間違いだったと思いますが、伺います。
　道路の込み具合を表す混雑度は、設計交通量（計画交通量）と実測交通量で算出されますが、1.00以下は
「道路が混雑することなく、円滑に走行できる状態」、1.25までは「道路が混雑する可能性のある時間帯が１
～２時間あるものの、何時間も混雑が連続する可能性は小さい状態」、1.25～1.75が「ピーク時間帯はもと
より、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能性が高い状態」、1.75以上が「慢
性的混雑状態」とされています。川崎市の渋滞対策を担当する建設緑政局に聞いたところ、1.00に近くとも
それだけで混雑しているとは言えず、1.25を超えてもバス路線に影響があるなど必要であれば対策を講じる
が、その場合でも対策の１つである新たな道路の整備の前に、まずは交差点の車線や信号の調整などソフト
対策を優先して検討を行なっているとのことです。海底トンネルの実態は、年間で計画交通量の2.9万台を
超えた213日は１日あたり30,154台、残りの152日は１日あたり18,534台でした。すなわち、週４日は混雑度
が1.04、週３日は混雑度が0.63という、問題のない状態です。3.5万台を超えた日は年間１日、実数では35,
061台で、混雑度は1.21であり、その１日でさえ、ピーク時間帯に混雑する可能性が高いとされる1.25を下回っ
ています。
　当然、川崎市の緊急渋滞対策の対象箇所にも挙がっていない、明らかに市として対策を講ずるべき渋滞は
起きていない海底トンネルが、なぜ、渋滞対策としての交通の分散化が必要だと言うのか、再度、伺います。

2015年第１回川崎市議会定例会予算組み替え動議の提案説明（３月18日）

　私は日本共産党を代表して、2015年度川崎市一般会計予算等の組み替えを求める動議について、提案理由、
基本方針及びその内容について説明いたします。
　今、市民の暮らしは極めて困難な状況にあります。労働者の賃金の増加は物価上昇に追いつかず、物価を
差し引いた実質賃金は、一昨年７月以降、19ヵ月連続して前年同月比マイナスとなっています。その一方で、
2014年４月から消費税が５％から８％へと1.6倍もあがった上に、年金は下がり、2014年度からは70歳から7
4歳までの医療費の窓口負担が段階的に１割から２割に引き上げられるなど社会保障改悪の負担増が追い打
ちをかけ、市民の生活はいっそう厳しさを増しています。今後、消費税10％への引き上げ、医療や介護の分
野での大幅な負担増などが実施されれば、市民生活は耐え難いものとなることは目に見えています。
　こうした中、地方自治体には国の悪政から市民生活を守る防波堤の役割を果たすことが求められています
が、新年度予算案では、市民の福祉・暮らしや市内中小企業への支援、雇用対策などは極めて不十分なもの
となっています。
　その一方で、不要不急な大規模事業への予算は大幅に増えています。港湾関係の予算は、コンテナ１号岸
壁の延伸に向けた付帯施設の設計費など国際戦略港湾関連で約42億3800万円、臨港道路東扇島水江町線の整
備に約34億8900万円など、一般会計と特別会計を合わせて約130億円と依然として多額の予算が計上されて
います。その上、国際戦略拠点整備関連で約５億6900万円、羽田連絡道路の整備関連で約１億5900万円など
が予算計上されています。
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　我が党は、市民生活を支えるための緊急課題に絞って、次の組替えの基本方針及び内容により2015年度予
算案の再提出を求めるものです。
　組替えの基本方針は、
　第１に、経済不況の長期化で中小・零細業者の営業・暮らしが深刻な中、工場の家賃や機械リース代など
の固定費補助創設で業者を直接下支えする支援を行う。建設業の振興とともに経済波及効果が大きく、市民
にも喜ばれる住宅リフォーム助成をおこなうことです。雇用を巡る環境が厳しい中、こうした取組により雇
用拡大を図ることです。
　第２に、子育てにかかる費用が子育て世代の大きな負担となっていることから、認可保育園の緊急増設を
行うとともに、小児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、中学生まで拡充する。どの子も分かる授業を実現
するため、小学３年生までと中１ギャップ解消のため、中学１年生で少人数学級を実現することなどです。
　第３に、高齢者に増税・負担が集中している下で、安心して介護を受けられるよう、介護保険料の値上げ
を抑え、介護援助手当を復活し、特別養護老人ホームを増設する。人材確保が困難な介護老人保健施設等に
職員の定着・確保を図るための支援を行う。敬老祝金・長寿夫妻記念品を復活する。非課税世帯などの低所
得の障がい者の医療費を無料にし、重度障害者等入院時食事代補助制度と、障がい者支援施設等運営費の市
単独定率加算を復活することなどです。
　第４に、貧困と格差が拡大している下で被保護世帯への上・下水道料金減免及び入浴援護事業を復活する
など、低所得世帯への生活応援を図る。小・中学校の自然教室の食事代補助、生活保護・就学援助世帯の入
学祝金・修学旅行支度金・卒業アルバム代補助、就学援助世帯への眼鏡支給・社会見学等の実費支給補助を
復活するとともに、補助範囲をＰＴＡ会費、生徒会費、体育実技用具費等にも拡充する。市立定時制高校の
夜食代補助を復活する。高校奨学金の予算を増額し、受給資格のある生徒全員が受けられるようにすること
などです。
　第５に、防災対策の第１の要である旧耐震基準の木造住宅の耐震化促進を図るため、助成対象件数を増や
すことです。
　第６に、国際コンテナ戦略港湾計画への投資や臨港道路東扇島水江町線及び羽田連絡道路など必要のない
２本の橋の整備、高速川崎縦貫道路など、不要不急の大規模事業を中止・延期することで、一般会計の市債
発行を抑制し、後年度負担の軽減を図ることです。
　組み替えの内容ですが、歳入予算として、高速川崎縦貫道路関連事業、京浜臨海部国際戦略拠点の形成関
連事業、国際コンテナ戦略港湾整備関連事業、臨港道路東扇島水江町線や羽田連絡道路など必要ない２本の
橋の建設中止・延期や、競輪施設等整備事業基金、競輪事業運営基金、港湾整備事業基金、土地開発基金、
減債基金等当面使用する予定のない基金からの借り入れなどで、約78億円を確保します。
　歳出予算として、提案いたしましたアからトまでの事業に充当するものです。この組み替えによる総事業
費は一般財源で約85億円です。市債の発行は約49億円削減できます。
　長引く不況に加え、さまざまな負担増で市民のみなさんの生活が苦しさを増しているなか、こうした市民
生活の実態に思いを寄せる議員各位のご賛同を心から呼びかけ、予算組み替えの提案説明とさせていただき
ます。

2015年第１回川崎市議会定例会代表討論（３月18日）

　私は、日本共産党を代表して、今議会に提案された市長の施政方針ならびに予算案を含めた諸議案につい
て討論をおこないます。
予算案について
　予算案の収支見通しについてですが、昨年２月と８月、今年２月まで半年ごとの収支不足がそれぞれ140
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億円、150億円もの差が出たことについて、「2014年度予算作成のなかで」「2014年度予算をベースに」「2014
年度予算のベースになった８月の『収支見通し』をベースに」したと答弁されました。つまり、同じ資料・
材料をもとにしながら、収支不足の額はなぜか半年ごとに違う試算でした。試算の計算式に何を盛り込むか
が重要な問題ですが、その詳細な積算方式は最後まで出しませんでした。それが、８月に出された「中長期
推計」では、170億円から352億円の収支不足が見込まれるとしていた2009年度は、「2015年度予算案について」
では「収支が均衡」し、2019年度以降は「収支不足の解消が見通せる」とされたのです。
　それなのに、新年度の収支不足の54億円を減債基金から借り入れをするから財政の厳しい状況はかわらな
い、と強調しますが、減債基金は毎年償還をしても2014年度末の現在高見込みは1824億円、2015年度末では
1963億円、約2000億円にのぼります。これは、一般会計予算額の３分の１にあたる額です。2013年度実質公
債費比率は9.1％で、３年間積み立てをやめても11.8％に過ぎず、市債発行に国の許可が必要となる実質公
債費比率18％に到達するまでには相当余裕があることが決算議会の答弁で明らかになっています。
　減債基金からの54億円借り入れを異常に強調して、ことさら財政が厳しいと市民を動揺させるようなこと
はやめるべきことを求めておきます。
今後の事務・サービス等のあり方（案）について
　人口推計で2050年度には現役世代１人で高齢者１人を支える「肩車型」になることも想定されるとして、
不断の見直しが必要としました。65歳以上がすべて支えられる存在ではない、と指摘しておきます。
　さらに、この事務・サービス等見直しに向けての研究会報告では、高齢者外出支援事業、精神障害者バス
乗車交付事業、敬老入浴デー事業などというわずかに残った福祉サービス、元気高齢者に大変喜ばれている
事業まで、見直しの対象にしていることはとんでもありません。まさに、自治体の存在意義が問われるもの
です。
議案第９号川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
　市長は「小学６年生までの無料化をすぐ議会に提案する」という自らの明確な公約を実行せず、拡充内容
は小学２年生までの、わずか１歳分の拡大にとどまりました。
　県内では新年度から中学校卒業までは11自治体、そのうち所得制限なしが９つ、小学校卒業までが15自治
体に広がり、県内33市町村の中、川崎市は最低となることが明らかになりました。すでに、東京都内、さい
たま市、千葉市など首都圏でも、所得制限なしで中学校卒業までの助成・無料化が主流になりつつあり、川
崎市内の父母のみなさんの医療費負担の格差と不公平感は耐え難いものになっています。そのうえ所得制限
も残したまま、県内の他の自治体と比べても医療費負担の格差が最も大きな自治体に後退してしまうことは、
きわめて重大な事態です。子どもの成長は待ってくれません。子どもの健康と親の所得は関係ありません。
かけがえのない子どもたちの命を守るために最大限の努力を尽くすため、一刻も早く中学校卒業まで医療費
を無料化し、所得制限を撤廃すべきです。わが党として、その実現のための条例修正案を提案した立場から
も、県下で最低となる条例改正には賛成できません。
保育所待機児童解消について
　2015年４月の認可保育事業の定員は２万2340人です。昨年４月時より定員を2,015人増やしましたが、１
月30日現在、入所申請して入所できなかった入所保留数、すなわち、従来の入所不承諾数は2,736人に上り、
昨年同時期より26人減ったのみでした。申請者が増えたことなどが要因です。入所保留になった方々から寄
せられた切実な声は代表質問でも述べました。アフターフォローで認可外施設の紹介などの相談にのってい
ますが、基本的には、ランクにかかわらず、入所申請して入所できなかった方々が入所できる認可保育所の
整備を基本にした待機児解消策を求めておきます。
少人数学級の拡充について
　教職員の長時間過密労働は、教職員の健康にも大きな影響を及ぼし、健康を害し休職に入る教員、精神疾
患の増加につながり、さらに今年だけでも現職死された方は４名いると聞きました。子ども１人ひとりとしっ
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かりと向き合うゆとりが失われてきているのです。学習や生活が大きく変わることによる「中１ギャップ」で、
不登校になってしまう子どもの数は小学６年生から中学１年生で４倍化し、その後２年、３年とさらに増え
ています。いま全国の自治体では中学１年生を担当する教員を増やし、きめ細かな援助をすすめています。
京都より東の25都道県で中学１年生の35人以下学級をすすめています。すすめていないのは川崎市をふくむ
神奈川県だけです。いまの川崎の教育を総合的に考えたとき、その柱となるのは、現場からも切なる願いに
なっている少人数学級の拡充そのものです。教育プランにしっかりと位置付けて取り組むことをつよく求め
ておきます。
中学校給食について
　「早期実施」のためという理由で導入したセンター方式は、最大で10ヵ月遅れるとのことです。自校調理
方式については予定通り実施されるということです。自校方式の拡充を求めたことに対し、中学校給食にお
ける給食施設のあり方については、今後の生徒数の推計、各調理場の稼働状況、財政状況等を勘案し、必要
に応じて検討していく、と答弁されました。実施にあたって、安心・安全・適温、食育の基本方針が貫かれ
ることを改めて要望します。見学コースについては、３センターすべてに設置することを要望します。
　整備にあたっては、地元経済活性化のためにも自校調理方式の給食室、ＰＦＩ方式のセンター方式につい
ても地元事業者の仕事が確保されるよう、強く求めておきます。　配膳室が１階の場合、運搬に階段を使用
することから、安全上にも不安があります。すべての中学校にエレベーターを設置し、運搬用として活用す
ることを求めます。
議案第29号から31号、教育委員会に関する改定法について
　国会でも相当な議論が行われ、まず教育委員会制度が残ったことは、行政委員会制度が維持されたという
ことでよかった、と思います。教育委員会自体が最高意思決定機関であるということが変わらなかったこと
は今後においても少なくない意味をもつと思います。
　最近の新聞報道によりますと、新教育委員会制度の評価に関する全国首長アンケートの自由記述からは「政
治的中立が脅かされる恐れがある」などとして、自身の権限強化にもかかわらず、一部の首長が否定てきに
見ている実態も浮き彫りになったと報道されています。さらに「首長と教育委員会の関係性、首長のキャラ
クターによる」など、運用方法に左右される点を強調する首長も多かったとの報道もされています。
　今回の改定の１つは新教育長の問題です。今回の改定によって教育委員長がいなくなり、その権限は市長
の直接任命のもと選ばれた新教育長に吸収され、教育委員たちが教育長を罷免できるという権限がなくなり、
新教育長が暴走する可能性がでてくるという問題です。
　２つめは大綱の策定を首長に義務付けたことです。大綱は自治体の教育の目標や施策の根本的な方針です。
教育委員会と首長が対等平等の関係で共同し、広範な住民の参画のもとで民主的に策定すべきものです。し
かし、法律は、首長に決定権を与え、権限のないところまでも「大綱」に盛り込まれるようにしてしまった
ということです。「大綱」には、「学校統廃合を進める」「愛国心教育を推進する」など、教育委員会の権限
に属することまで盛り込むことが出来、教育委員会にその具体化をさせる仕組みが作られました。
　３つめの総合教育会議ですが、首長と教育委員会との「協議」「調整」の場です。大綱の策定、教育・学術・
文化の振興の重点施策、いじめ自殺など緊急事態での開催が想定されています。特に大綱の策定には、総合
教育会議の開催が不可欠です。緊急な場合、教育長が教育委員会を代表し、首長と２人だけで協議してもの
ごとを決めることもできるとしています。ここも危惧するところです。以上の点から、今回の地方教育行政
法改定の基本が教育委員会の独立性を奪い、国や首長が教育内容に介入する仕組みをつくり、憲法が保障す
る教育の自由と自主性を侵害するものであるということ、よって議案についても賛成はできません。　
障がい者施策について
　「市単独定率加算の見直し」は、事業所にも利用者にも大きな不安を与えています。これから予算を組も
うという１月半ばに初めて知らされ、４月から実施されます。国の報酬単価も実質マイナスになりこの影響
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も大きく、事業所によっては合計で１千万円、運営費の１割もの減収になるところもあります。どうやって
来年度の運営を行えばいいのか。多くの事業所が途方に暮れています。答弁では「次年度の円滑な事業運営
がなされるよう、適宜対応してまいりたい」とのことですが、「円滑な事業運営がなされる」最大の対応は
加算の見直しをやめることです。強く求めておきます。
中小・零細事業者への支援について
　３月９日、内閣府が発表した2014年10月から12月期の国内総生産の改定値は、物価変動の影響を除いた実
質が前期比1.5％増にとどまり、14年１月から12月の実質ＧＤＰは、結局、前年比0.03％減のマイナス成長
となり、厳しい経済状況を裏付けるものとなりました。消費税増税、円安による輸入材料の高騰など経営環
境が悪化する中、代表質問で、地域経済を支える市内中小・零細企業に対する電気料補助や工場家賃代補助
など固定経費の支援を求めたのに対し、答弁では従来の支援策を繰り返すだけでした。「小規模事業振興基
本法」は、「事業の持続的発展」ができるように、国や地方自治体が支援策を講じるよう求めたものですが、
固定経費への補助は事業継続への大切な支援となるものであり、改めて、検討・実施を求めておきます。
　金融対策では、５年型で1.4％、10年型で1.6％の利率は本市の融資制度の中では低い利率の貸出しですが、
市の支援は保証料の約半額だけです。さらなる利率引下げのためにも、利子分の補助を行い、より一層積極
的支援に踏み出すようにすべきです。国の補正予算を活用したプレミアム付き商品券の発行にあたっては、
低所得者にもその効果が及ぶような対策と、地域の商店会にその効果が表れるよう大型店に偏らないような
対策を講じることを他の自治体の例も紹介して求めました。いずれも今後検討するとの答弁でしたが、具体
化が図られるよう求めておきます。
　住宅リフォーム助成について、「地元の工務店を利用したリフォームなどに使える商品券は可能」との答
弁がありましたが、商品券の対象事業として検討することと合わせ、住宅リフォーム助成制度の実施を改め
て求めるものです。
ものづくりナノ医療イノベーション推進事業費について
　当初、賃料収入によって運営するという計画を見直して、７年間の立ち上げ期間を設け、共有スペースに
対する総額９億円の維持管理費の一部負担を決め、さらに、貸付元金の据え置き処置をとること。合わせて、
センター用地の地代を免除し、無償貸与することで、実質２億2790万円の支援に相当する支援策です。最初
に計画を提案した一昨年の予算議会では、企業からの資金調達や国からの補助金で賄うので市からの支援を
考えていないと説明していました。なぜ、当初説明したことを覆して税金を投入する事態に至ったのか、明
確な説明を求めました。
　しかし、答弁では、「研究費に対しては支援をしない」としながら、「センターの運営について」精査・検
証した結果、「企業との共同研究費の獲得など、安定的な事業運営に至るまでには一定期間を要する」から「立
ち上げ期間に限り」支援を行うことにしたということでした。つまり、先の見通しも立たないものに対して、
どうして今回の税金救済策が妥当と言えるのかもまともに説明できませんでした。
　しかも、事業収支計画では８年目以降、借入金返済が始まり、6000万円増やさなければならないのに、本
事業の中核のＣＯＩＮＳは７年で一区切りを迎え、７年を過ぎたら事業の縮小や撤退も考えられ、むしろ収
入減を見込むべき所を、「事業化に向けて、企業等が入居していく」から、プロジェクト終了後も「賃料収
入について増加を見込んでいる」と、およそ具体性に欠ける答弁でした。企業が借りるようになったら相場
並みの賃料を得られるというなら、共同研究参加企業に対して、今からその賃料について責任を負わせるべ
きではないでしょうか。それができないなら、８年後の計画など成り立つ道理はありません。
　そもそも、研究開発というのは、莫大な時間と資金を必要とし、たとえ、確かな成果を得られたとしても、
その時の他の研究開発との関係で実用化できるかわからない、極めてリスクが高いものです。しかも、事業
がスタートする直前に、当初計画を大幅に見直し、莫大な税金で帳尻合わせしなければ破たんしかねないよ
うな危うい研究だということを、市民には何も説明していません。一方で、研究開発の成果で莫大な利益を
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上げる企業には、今回も一切責任を求めないというのでは、市民は到底納得するものではありません。
　「研究開発」という言葉でごまかし、破たんしかけている事態に対して誰も責任を取ることなく、教訓を生
かすこともなく、一歩前へもっと前へと突き進むことに危機感を持たない姿勢に厳しく猛省を促すとともに、
このような計画に市民の税金を投入することはキッパリと中止することを強く求めておきます。
ルネサスエレクトロニクスのリストラ計画について
　半導体大手企業ルネサスエレクトロニクスのリストラは、早期退職を強要するための「キャリア面談」を
業務命令の一環として実施しています。この面談を受けた中原区内にある玉川事業所で働く労働者が、面接
担当者から「あなたの仕事はもうない」と言われ、精神的な苦痛を負った事例をあげ、違法性が疑われる面
談が行われているのだから実態調査をして適切な対応をはかるよう、市長に求めましたが、各企業は「高度
な経営判断等に基づき、様々経営努力を」しているとし、企業を擁護し労働者に背を向ける冷たい姿勢です。
自治体の長として責任を果たすよう求めておきます。
羽田連絡道路と臨港道路東扇島水江町線について
　羽田連絡道路については、ルート、構造、事業主体、事業予算、大田区との調整、合意もなされていない
段階で予算として１億5100万円が計上され、日本野鳥の会からの質問には市民生活の面からの効果として「災
害時の避難経路の多重化により防災力の強化にもつながる」としていますが、当初の「災害時の避難経路」
という説明が、最後は「渡河ルートの多重化、周辺地域の防災機能の向上にも寄与するもの」という程度し
か言えなくなり、今回も、市民生活にとっての必要性が説明できませんでした。
　臨港道路東扇島水江町線についても、昨年６月議会で「東扇島の就労者の避難経路になる」という説明と
津波避難計画との矛盾が明らかになり、12月議会では、港湾計画で10年後には7.5倍に増えるというコンテ
ナ取扱量の予測が、根拠のない過大予測であることが明らかになり、コンテナ輸送路が必要という理由も破
たんしました。今回、「津波襲来時に避難可能な高台になる」という理由についても、国や市の津波対策の
担当者が、今後も橋の上を避難施設に指定する考えはないと断言しました。
　そして、海底トンネルで「交通渋滞が発生している」から交通の分散化のために必要という新たに持ち出
した理由について、実際は渋滞が起きていないことが明らかになると、「交通混雑の解消のみを目的に整備
されるものではない」と述べ、渋滞対策のために必要とはいえなくなりました。このように、整備の理由が
次から次へと持ち出されましたが、いずれも、その矛盾と破たんが次つぎと明らかになりました。
　２つの橋の事業規模が、あまりに巨大であることに驚きます。多摩川に架かる橋の事業費をみても、多摩
水道橋は86億円、丸子橋は148億円、大師橋は上り・下りとも147億円です。これらに対して、羽田連絡道路
は見込額400億円、臨港道路東扇島水江町線は540億円、文字通り「市内最大級の橋」です。橋２本の建設だ
けで940億円、それらが市民生活にとっての必要性を説明できないまま、同時に建設されようとしているこ
とは重大な問題です。市長が財政難を強調するなら、ここにこそメスを入れて中止すべきです。
議案第13号川崎市地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法
律附則第14条第１項の条例で定める日等を定める条例の制定について
　本議案は、「医療・介護総合法」の制定と介護保険法改定に伴い、現行の「地域生活支援事業」を「新し
い介護予防・日常生活支援総合事業」（新総合事業）に改編したうえでその実施日について制定するものです。
　昨年成立した「医療・介護総合法」は、多くの高齢者を介護サービスの対象から除外し、入院患者の“追
い出し”を強化するなど、公的介護・医療保障を土台から掘り崩す大改悪法です。
　介護保険制度改定では、①特養ホームへの入居要件を原則要介護３以上にする②介護保険利用料に２割負
担を導入する③新総合事業を導入する、すなわち、要支援を介護保険から外し、市の事業である地域支援事
業の「介護予防事業」に、要支援者の訪問・通所介護の「代替サービス」を加え「新しい介護予防・日常生
活支援総合事業」に改編するとされています。昨年７月に国のガイドライン案が出されました。
　現行制度では、高齢者から市町村などに介護の必要性の訴えがあった場合、まず介護認定を行うというの
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が通常の手続きですが、ガイドライン案では、窓口の担当者が「要支援相当」と判断した人のうち、要介護
認定を受けさせるのは、訪問看護や福祉用具貸与など保険給付に残ったサービスの対象者に限定し、訪問・
通所系サービスの対象者は、要介護認定を省略する方向を明記しています。今回の改定に先行し、国のモデ
ル事業に名乗りをあげた市町村では、行政が要支援者を「説得」して介護サービスを打ち切るなどの事態が
相次いでいるとききます。要介護認定の省略と「基本チェックリスト」の活用は、要支援相当はもちろん要
介護１相当の人の受給権の侵害と状態悪化も生み出しかねないと指摘されています。こうした事実を示し、
昨年12月議会の代表質問で、川崎で実施する場合は介護認定を申請した人はすべて受けるべきだと質したの
に対し、「これまで同様に受け付ける」と答弁されているところです。
　新総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」は既存の介護事業所が提供する「専門的サービス」と
ボランティアなどの「多様なサービス」に分かれます。同じ要支援者であっても「専門的サービス」は、現
在、保険給付を受けている人への「経過措置」に止め、新規利用者は「多様なサービス」へ流し込むという
のが厚労省の方針で、ガイドラインも同様です。これについても、「新規の要支援認定者についても、これ
まで通り専門的サービスを利用できる」と答弁されています。
　多様なサービス」の受け皿になるＮＰＯ、ボランティアについて、訪問でも通所でも量的にも質的にも十
分把握されていない状況であり、「新総合事業」そのものについて、昨年８月時点で全国239の地方議会が反
対・批判の決議をあげ、自治体当局や介護事業所、ＮＰＯやボランティア団体からも「このまま実施してい
いのか」という声があがっています。川崎市は「新総合事業」を2016年度から開始の予定で、本議案はその
ための準備期間を2016年３月31日までとするものです。国は2017年４月までに実施するよう示しているとこ
ろであり、2016年度から開始する必要はありません。医療・介護総合法と改定介護保険法に反対の立場から、
本議案には反対です。
議案第20号について「医療・介護総合法」施行に伴う条例改正であり、賛成できません。
議案第21号川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
　本議案は、国民健康保険料賦課方式を「所得割総額」「被保険者均等割総額」「世帯別平等割総額」の３方
式から、「所得割総額」「被保険者均等割総額」の２方式に変更するとともに、保険料の賦課割合を「所得割
総額」100分の65を100分の60に、「被保険者均等割総額」100分の20を100分の40に変更するものです。保険
料の負担を軽減するための特例措置が2016年度で終了することに伴う新たな軽減措置も併せて提案されてい
ますが、低所得者にとって負担増となる「所得割総額」100分の65を100分の60に引き下げることには賛成で
きません。
議案第22号川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　第６期介護保険事業計画期間の新たな介護保険料率を定めるもので、新た保険料段階を14段階とし、保険
料基準額を5,540円とするものです。高齢者実態調査では現行の基準額5,014円でも高いと感じる人は76％に
上っていることを示し、これ以上の値上げはやめるよう求めましたが、応じませんでした。計画期間内に介
護準備給付基金の全部取り崩しや一般会計からの繰り入れなどあらゆる工夫をして介護保険料の値上げ抑制
を行うべきです。本議案の川崎市地域包括支援センター運営協議会の設置の提案については賛成ですが、介
護保険料の値上げについては反対のため、本議案には反対です。
議案第41号中央療育センターの指定管理者の指定について
　中央療育センターの指定管理者の指定議案については、2011年度第５回定例議会において、当時、直営の
「しいのき学園」及び、すでに指定管理者による管理運営がされていた「中部地域療育センター」の機能統
合を行って、新たに「中央療育センター」を新設し、これにあわせて指定管理制度を導入してきました。そ
の際、障害児の処遇にとって職員の培ってきた継続性と専門性が重要であるとして、わが党は反対してきた
経過から、今議案について賛成できません。
議案第42号川崎市ヒルズすえながの指定管理者の指定について
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　「ヒルズすえなが」は児童福祉法第38条に基づき、母子家庭などの再建を支援し、生活を安定させ自立す
ることを目的とする入所施設で、単に住居提供の場ではありません。生活困難な状況で入所され、母子生活
の支援と自立支援を行っていく母子生活支援施設です。入所した時の生活必需品の対応、施設退去時の修繕
費の対応など、施設側の対応に問題があるのではという質疑もしてきた経過があります。指定管理者制度で
は、この施設、事業の目的に沿った運営について、市の関与がしずらいといわざるをえません。母子生活支
援施設に指定管理者制度はなじまないと考えることから、この議案に反対します。
議案第51号平成27年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算について
　高齢者に差別医療を持ち込む後期高齢者医療制度に反対であることから、賛成できません。
議案第73号から議案第80号について
　これらの議案は、2015年度の介護報酬規定にかかる改定に併せ、関係省令の改正に伴って条例を改正する
ものです。このうち、議案第76号と議案第80号については、地域ケア会議から支援対象被保険者への適切な
支援を図るために必要な検討等を行う為の資料または情報提供など会議に協力する仕組みをつくり、充実を
図るものであるため、賛成です。しかし、議案第73号は、地域密着型特別養護老人ホームも本体施設として
認め、サテライト型居住施設に置くべき医師の他、調理員など施設に携わる職員の配置基準を緩和するもの
ですが、職員の負担を伴うことが懸念されます。
　議案第74号は、通所介護等事業所の設備を利用した介護保険外の宿泊サービス（いわゆるお泊りデイ）に
ついて、届出を義務付け、事故報告の仕組みを作ったことは評価できますが、サービス提供責任者の配置基
準について「利用者40人に対して１人以上」を「利用者50人に対して１人以上」に緩和することや、ショー
トステイの提供を一定の条件付ではあるものの、「静養室等での実施を可能とする」緩和がなされている点
でサービスの質の低下が懸念されます。
　議案第75号は、小規模多機能型居宅介護や複合型について、登録定員を「25人以下」から「29人以下」に、
通いサービスの利用定員を「15人以下」から「18人以下」に緩和するなどの内容となっています。また、指
定定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護のところで、質の評価について、「定期的
に外部の者による評価を受けて」なくても可能となり、質を維持することが懸念されるところです。
　以上より、議案第73号から議案第75号、議案第77号から議案第79号については、これらの懸念が払しょく
できないことから賛成できません。
請願第18号　成人ぜん息患者の医療費無料化等を求める請願について
　ぜん息患者の皆さんは発作の苦しみと経済的負担で二重の苦しみを負っています。治療費の心配をせず受
診できることが何よりも求められており、医療費の１割負担の廃止は緊急の課題です。よって請願第18号を
採択すべきです。
　以上の立場と予算組替えとの関係から、日本共産党は、議案第９号、議案第13号、議案第20号から第22号、
議案第29号から第31号、議案第41号から第42号、議案第46号から第47号、議案第49号、議案第51号、議案第
53号から第54号、議案第58号、議案第61号から第63号、議案第73号から第75号、議案第77号から第79号に反
対し、その他の議案、報告、請願第18号を含む請願については賛成及び同意することを表明して討論を終わ
ります。
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2015年第３回川崎市議会定例会代表質問（６月25日）

最初に市長の政治姿勢について
戦争法案について
　安倍内閣は、５月15日平和安全整備法案と国際平和支援法案、いわゆる戦争法案を国会に上程、審議が始
まっています。
　憲法９条１項は、戦争の放棄を、２項は戦力の不保持と交戦権の否認を定めることで、わが国は徹底した
恒久平和主義を基本原理としています。そのため憲法９条のもとでは、“集団的自衛権”と“海外での武力
行使”は認められないというのが、岸信介元首相の時代から半世紀にわたる歴代政府の解釈でした。
　今回提出されている法案は、この政府の憲法解釈を180度くつがえし集団的自衛権の行使を認めた昨年７
月１日の内閣の閣議決定を具体化したものです。
　この法案は、第１に、日本が攻撃を受けていないのに「日本の存立が脅かされた」と政府が判断すれば集
団的自衛権が発動できるようにし、第２に、これまでの「周辺事態」という地理的概念を取り払い、自衛隊
を世界のどこにでも派兵し、これまで非戦闘地域に限られていた支援活動を「現に戦闘行為を行っている現
場」以外であれば、弾薬の提供や燃料の補給まで行える「武力行使と一体」の兵站活動を可能にしています。
第３に、形式上「停戦合意」が作られているが、なお戦乱が続いている地域に自衛隊を派兵し、治安維持活
動に参加させ、任務遂行のために武器使用を認めるとしています。これまで憲法で禁じられていた集団的自
衛権行使と武力行使を可能にする、まさに憲法９条を根底から破壊する内容となっています。
　法案をめぐっては、６月４日の衆院憲法審査会で与党が推薦した人も含む３人の憲法学者全員が「法案は
違憲」と明言、さらに日本弁護士会が26万人の署名を提出、200人以上の憲法研究者が法案の廃案声明を出し、
法案反対のアピールに賛同する学者は6000人にのぼるなど、「違憲」とする声が広がっています。
　重大なのは、その際の対処措置を地方公共団体や指定公共機関にも行わせるものとなっていることです。
つまり、他国の戦争であっても、地方自治体は港湾、飛行場、道路などについての協力を義務付けられ、自
衛隊、他国の軍隊の利用が優先され、さらに、指定公共機関である放送、通信、電力、交通機関も協力を義
務付けられます。違憲と指摘され、自治体にも重大な影響を及ぼす、このような法案に対して、憲法遵守義
務がある市長として、また、市民の生命、財産を守るべき市長として、政府に撤回を求めるべきではないで
すか。市長に伺います。
　審議が始まって以降、５月末の共同通信社の世論調査では、「十分に説明しているとは思わない」が81.4％、
同時期のテレビ朝日の調査でも「廃案にすべき」「今の国会にこだわらず時間をかけて審議すべき」が合わ
せて82％に達するなど、国民の８割以上が、今国会で同法案を通すことに反対、または慎重審議を求めてい
ます。この現状にかんがみれば、国会での慎重審議を求めるとともに、少なくとも今国会での成立を見送る
よう国に意見を述べるべきと思いますが、市長の見解を伺います。
　法案策定までの手続きが、立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反することも問題です。昨年７月１日、
閣議決定で従来の「集団的自衛権の行使は憲法違反」という政府解釈を、国会の審議も経ず、国民的議論に
も付さず、１内閣の判断でくつがえし、今年４月29日には、安倍首相は法案を国会に出す前に米国議会で「夏
までに成立させる」と明言しました。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」
たる国会の審議をないがしろにするものであり、立憲主義を否定するものだと考えませんか。こういう政治
手法に対する市長の見解を伺います。
マイナンバー制度について
　マイナンバー制度は今年10月から国民へ番号通知が行われる予定で、開始は2016年１月１日です。2013年
成立の現行法の利用対象は「税・社会保障・災害対策」に限っていたのに、利用分野を拡大する改定法案を
国会に提出、メタボ健診や銀行預金口座などにも使える方針を盛り込みました。さらに安倍首相は５月29日
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の産業競争力会議では医療分野への利用拡大、民間分野での利用の加速化などまで指示しました。
　そんなとき、公的年金の個人情報が大量流出する、という事故が起きました。公的機関の個人情報管理の
ぜい弱性と絶対安全などないことか露呈しました。
　マイナンバーは、個人の所得やどれくらい医療にかかったか国が把握し、税金や社会保障などの徴収強化
や社会保障などの給付抑制を狙うものであるうえに、ひとたび流出すればはかりしれない被害をまねく致命
的欠陥制度です。個人情報の固まりで、他人に知らせてならないマイナンバーの利用範囲をなりふり構わず
広げることは、情報流出のリスクを高め国民のプライバシーを危険にさらす暴走です。10月からの番号通知、
2016年１月１日からの利用開始は中止するよう、国に働きかけるべきと思いますが、伺います。
市長の特別秘書について
　市長は今議会に特別秘書を新たに設ける議案を提案しました。年間報酬1100万円、１年で退職金100万円、
９月から任用するため２人分約1500万円の補正予算案も同時に提案されています。昨年９月議会にも提案し
たものの、『行財政改革』でスクラップ・スクラップ・アンドビルドという、市民に耐えがたい痛みを押し
付けながら、職務内容も不透明で高額の公費で特別秘書を任用するという矛盾に強い批判をあび、定例会開
会日に取り下げざるを得なかったものです。
　今回、再度提案した理由について市長は、「新しい議会になったので一つのタイミング」と答えたと報道
されました。昨年断念せざるを得なかった理由である「行財政改革」方針は変わらず、秋にはいっそう市民
に厳しい内容の方針が出される想定のなか、市議の改選を経ただけなのに、前回とまったく同じ内容の提案
をする「いまがタイミング」と考える根拠について、市長に伺います。
　すでに市長は、昨年４月から「分野を超えた新たな課題―市長特命課題に機動的・効率的に対応できるよ
うに」という理由から、「政策統括担当部長」として、市長と旧知の間柄である県幹部職員を起用しています。
また、特別職としては副市長が３名もいます。それなのになぜ特別秘書が必要なのかが問われます。「政務
的な公務、一般職ではできない職務を担う」としていますが、その具体例として昨年８月25日の記者会見で
市長が「対外的な折衝調整」の例としてあげた「羽田連絡道路」については、今年６月８日の記者会見で「羽
田連絡道路はできることになったのだから、この点でいえば特別秘書は要らなかったことになるのでは？」
と記者から指摘されているところです。改めて、特別秘書が必要な理由と職務内容について具体的に市長に
伺います。
　また市長は、高額の報酬を提示したことについて、「良い人材を採るには給与水準は高い方が望ましい」
と答えたといわれます。私たちは、現在の市の職員には優秀な人材が多数おられ、日夜ご奮闘されていると
の認識に立つものですが、市長は、現在の職員ではなく、わざわざ横浜市より高い給料を出してまで外部か
ら呼び込まないと良い人材は川崎市にはいない、来ないという認識なのか、伺います。
　特別秘書の人選は市長の専権事項とされる点も不透明さが残るところです。例えば、大阪市の橋下徹市長
は自らの後援会幹部の息子を特別秘書とし、勤務実態が不透明で税金のムダ使いであるとして住民監査請求
や給与返還訴訟を起こされているところです。６月８日の記者会見では、記者から「市長はすでに腹案があ
り、特定の人物に任用を伝えているとの声も聞こえてくる。自分が特別秘書になるんだと吹聴している方が
いるといわれている」と指摘されています。
　そして、どういう人物を考えているかに対して、「私と信頼関係が築けているか」との判断基準を示して
います。「すでに信頼関係が築かれている人物」としては、前市会議員を含む市長の政治団体関係の同志な
どを念頭におかれていることはないと思いますが、どのような人物をお考えになっているのか、お答えくだ
さい。
子育て支援策について
小児医療費助成制度の拡充について
　県内33市町村の中で、今年度、通院の助成対象年齢が小学２年生までの川崎市は県内で最低となり、父母
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のみなさんの医療費負担の格差と不公平感はますます耐えがたいものになっています。
　先の市議会議員選挙で我が党は、中学校卒業までの医療費無料化、所得制限の撤廃をかかげ、幅広い市民、
子育て世代の方々から大きな期待が寄せられました。市民的世論が高まるなか、わが党だけでなく、複数の
政党・候補者が、中学生までの医療費無料化を公約に掲げる状況が生まれました。こうした党派を超えた要
求にこたえ、中学校卒業まで医療費無料化を拡大すべきと考えますが、市長に伺います。
　所得制限によって、小学２年生まで拡充されても、対象人口のうち１万９千人近い、16％の子どもたちが
助成を受けられません。市長は「所得制限は必要」と言いますが、「親の所得と子どもの健康は関係ない」
という考えを基本に、県内で中学校卒業まで無料化している11の自治体のうち、９自治体は所得制限を設け
ていません。川崎市も所得制限を撤廃すべきです。市長に伺います。
保育事業について
　はじめに待機児童についてです。2015年４月の認可保育所の待機児童はゼロになったと発表されました。
「主に自宅で求職活動を行う申請者数」は129人ですがこの人数は待機児童にカウントされていません。国の
定義では「保護者が求職活動中の場合については、待機児童に含めることとする」とされ、続いて「調査日
時点において、求職活動を休止していることの確認ができる場合には本調査の待機児童には含めないこと」
としています。川崎市は保育を必要とする程度に求職活動を実施しているか否かで判断しているということ
ですが、国の定義は「休止していることの確認ができる場合」としています。自宅で求職活動をしていても
面接などに出かける必要もあるのですから、待機児童とみなすべきと考えますが伺います。
　「一時保育対応児童数」108名も本市は待機児童にカウントしていません。国は一時保育について定義に明
記していません。中には、週５日フルタイムで働きたいのに保育所に入所できないため、週３日、一時保育
にお願いし、土曜日はお休みの夫に見てもらい週４日働き、一時保育のお迎え時間に間に合うように短時間
勤務している方がいます。週５日フルタイムの就労の約束をつけて認可保育所に申請したのですが、結局今
年も入所できず一時保育を続けざるをえません。冠婚葬祭など一時保育を選択する方以外は、きめ細かに把
握して待機児童にカウントすべきと思いますが伺います。
　産休・育児休業中の申請者数348人もカウントしていません。国の定義は「待機児童に含めないことがで
きる。その場合においても、市町村が、育児休業を延長した者及び育児休業を切り上げて復職したい者等の
ニーズを適切に把握し、引き続き利用調整を行うこと」としています。「含めないことができる」という自
治体の判断にゆだね、曖昧さが残る内容です。実際は調査日である４月１日以降に復職する場合には、確実
に入所できなければ復職できないのです。やむを得ず育児休業を延長した人や切り上げて復職したい人につ
いて待機児童にカウントすべきと考えますが伺います。またこうした方々のニーズを適切に把握しているの
か伺います。
　待機児童ゼロを達成した自治体でも「潜在的なニーズを反映していないのではないか」という報道もある
ように、本市もゼロになりましたが、実際は待機状態の児童も多くいます。「子どもの未来応援プラン」で、
2018年度までの認可保育所の定員確保目標値が示されています。事前に行なったニーズ実態調査では、保育
を必要とする割合が年齢別に把握されましたが、見込み量と定員確保量に適切に反映されているのか伺いま
す。国、県、市等の公有地を活用した整備を積極的に進めるべきと考えますが伺います。
　民間認可保育所及び小規模保育事業所A型の整備について、整備指定地域及び施設整備費補助緊急加算指
定エリアの指定が計画で示され、鹿島田駅、武蔵小杉駅、溝の口駅などが示されました。公園の少ない駅の
近くですから、可能な限り園庭の整備も行うべきと考えますが見解と対応を伺います。
　保育士確保対策についてです。現状でも保育士不足が課題となっていますが、増大する保育ニーズにこた
えるために、保育士確保策は不可欠と主張してきました。本市も2016年度から保育士宿舎借り上げ支援事業
を検討するとのことですが考え方と取り組みを伺います。
児童虐待対策の強化について
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　2014年度に川崎市内３ヵ所の児童相談所で受けた児童虐待相談・通告件数は、1,792件で対前年比216件、
13.7％増と過去最多となりました。特に身体的虐待の大幅な増加と心理的虐待は939件で最多となっていま
す。相談、通告件数は６年間で３倍になり、緊急的かつ多発的に発生し相談は複雑、多様化しています。
　この間、わが党は児童相談所及び区役所児童家庭課の専門職種の増員や連携強化など体制の強化を求めて
きました。先の３月議会では「新年度から児童相談所の効率的・効果的な業務体制の確立に向け必要な体制
整備を図る」との答弁がありました。児童相談所、子ども本部虐待対策室、区役所児童家庭課における新年
度の体制整備と増員及び職種を伺います。
教育をめぐる環境整備について
　少人数学級について教育長にうかがいます。
　県に報告された2014年度少人数学級設置者研究報告書によると、その研究評価として「各学校からは、少
人数学級の実施により、担任の指導や配慮が行き届きやすく、学習指導および児童生徒指導の場において、
多面的にきめ細かく児童生徒の個に応じたきめ細かな指導を実施することによって、児童生徒にとって良好
な学習環境を維持でき、児童生徒の学力向上や人間関係にもよい影響があったと考える」としています。さ
らに課題について「少人数学級の実施については、加配の配置に大きく左右されるため、学年が進級した際
に、引き続き少人数学級を維持できるかの見通しがたたない課題がある」と記してあります。
　国会では、財務省が公立小中学校の教職員の削減を求めていることに対し、衆議院文部科学委員会は６月
４日、参議院の文教科学委員会は６月２日にそれぞれ「到底容認できない」と批判し、35人学級推進を求め
る決議を全会一致で可決しました。文科省は「現代的な教育課題の増大に対して削減どころかむしろ増員が
必要」との見解を示し、学級集団が小さいほど「子どもたちの自己肯定感が高くなる」「落ち着きが高くなり、
学力も高くなる」「世界一忙しい日本の教員のさらなる負担増加への対応が課題」だと主張しています。
　学校現場の状況から国の施策待ちはできない、と、全国的にみると小中学校での少人数学級を自治体独自
で取り組むところは増え続けています。一方、川崎市の不登校児童生徒の現状は、20政令都市比較で、中学
校全体はワースト３位です。毎年1000人を超える不登校生徒がいて一向に減るような状況ではありません。
中学校２校分に匹敵する生徒が不登校という異常事態が続いています。この現状をどう捉えているのか、伺
います。こういった川崎の現状と少人数学級を実施した効果をきちんと受け止め、一刻も早く、国の施策待
ちにならず、川崎市独自で少人数学級を拡充すべきです。伺います。
中学校給食について
　１万食前後つくる中部・北部給食センターも安心、安全を担保し、市民の食育も担う役目もあるのですか
ら、いつでも見られる見学コースの設置は不可欠です。
　入札業者まかせではなく、教育委員会として見学コースの設置を必須条件とすべきです。伺います。地元
建設業者の活用については、センター方式は、落札者決定基準において、評価の視点として設定し、入札説
明会等において事業者に周知していくとし、また自校調理場や配膳室等の整備などにおいても、その可能性
について検討していくとしていましたが、検討状況を伺います。
　学校現場が不安に思っているのは、短時間内に、生徒が食缶・食器を配線室まで取りに行って、教室で準
備し、食事、片付けし、元の配膳室に戻すことができるのか、また、重い食缶を持って階段を上り下りする
ことによる事故の心配です。
　すでに設置されているエレベーターの活用は欠かせません。活用するのは、食缶・食器など入れたコンテ
ナが入るものでなければなりません。エレベーターの活用と、それに見合ったコンテナの導入について伺い
ます。エレベーター未設置校は、長期保全計画をまたずに、給食実施までに整備をすすめるべきです。伺い
ます。
学校司書について
　昨年「学校図書館法」の一部を改正する法律が改正され、この４月から施行されています。本市ではこれ
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まで、常駐でない総括学校司書が各区に３名配置され、月平均24校も見て回るというあまりにも貧困な体制
でした。今回モデル校７校に置かれた学校司書は、「高度な資質や専門的能力が求められている」にもかか
わらず、司書の資格を必要とせず、勤務中の事故・怪我・病気の医療費は自己負担ということです。しかも
公募でなく校長推薦というものです。公募にし、当面、交通費の支給、研修の機会を増やす、保険適用も行
うなど改善すべきです、伺います。　
　全国の学校司書の配置状況は、2014年５月現在で小学校58.8％、中学校57.7％です。横浜市では小・中合
わせて250人、51％の配置率で、2016年度までに全校配置を予定しています。ところが川崎では今年から、
資格の必要のない学校司書を７名モデル校におき、常駐でない総括学校司書を21人、計28人を置いているだ
けです。配置率はたったの17％です。早急に常駐の専任、専門、正規の学校司書を配置すべきです。どのよ
うなテンポで学校司書を確保し、全校配置するのか、伺います。
障がい者施策について
　通所施設の運営費に対する、市単独加算についての見直しが４月から行われ、定率加算が10％から５％に
なりました。事業者のみなさんからは、「国の報酬単価引き下げと相まって、これまでの運営費の１割近く
が減収になった」との声が聞かれます。　当面の対策として「正規職員の採用を２名予定を１名に減らした」、
「食費の50円値上げを検討」、「食材費を300円に下げた」などの事業所が生まれています。３月議会で市は『次
年度の円滑な事業運営がなされるように適宜対応してまいりたい』と答えていますが、どういう対応をした
のか伺います。
特別養護老人ホームの整備について
　2015年４月特別養護老人ホームの待機者数は昨年10月時より62人減ったものの、5,307人です。そのうち、
3,844人にものぼる「なるべく早く入居したい」人については、少なくても第６期期間中には入居できるよ
うな取り組みが必要です。しかし、2017年度までの第６期介護保険事業計画期間中の新設は400床のみで、（案）
の段階で私たちは、待機されている深刻な実態や高齢者実態調査の分析からも整備計画の引き上げを求めて
きました。しかし、2014年度開設予定だった２ヵ所のうち104床が2015年12月に、2016年４月に開設予定の1
00床を加えても604床で、当初計画案と変わりません。第６期間中の整備計画を引き上げるべきですが見解
を伺います。
　特別養護老人ホームは在宅介護を支えるショートステイやデイサービスなども担うとともに、第６期計画
では、「地域における介護福祉拠点のひとつとして、地域に積極的に展開していく役割も担う」とされ、区
の公平性が求められます。現在６期計画中のわかっている整備も含めると全市54ヵ所、4526床のうち、もっ
とも多い麻生区10ヵ所、957床に対し高津区４ヵ所318床と格差がさらに広がりました。先の予算議会では「2
017年度の開設に向け、高津区など優先する地域への応募に対し、一定のインセンティブを与えたうえで３
月中に選考する」との回答でしたが、結果と今後の取り組みを伺います。2013年６月議会から何度も求めて
きた大谷市営住宅跡地の活用の見通しを伺います。わが党はこの間、増大する待機者解消のために公有地の
積極的な活用で特養ホームの整備計画を増やすことを提起してきました。公有地の活用について見解を伺い
ます。
中小企業振興条例について
　昨年６月に成立した小規模企業振興基本法は、地方公共団体に「小規模企業の振興に関し、施策を策定し、
実施する責務を有する」と定めています。それを受けて、今年３月、「新かわさき産業振興プラン・中間と
りまとめ」が出されました。
　市内事業所の99.6％、雇用の76.9％を300人未満の中小企業が占めており、大企業や市民生活の基盤、雇
用の受け皿として位置付けています。その中で、「市内中小企業の成長をさらに促進し、本市経済の発展に
つなげていくには、付加価値の高い成長分野への進出が不可欠になる」として、「新陳代謝を促進するとと
もに持続可能な事業体へ発展させていく取り組みが求められている」としています。
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　市内の金型を製造するある企業では、「取引先が不渡りを出し、数千万円の損害を受け、半分の社員にや
めてもらった。受注は少し増えたが、元請単価はアジア並みの安さで、一方で、電気代が30万円から40万円
に上がり、経営は苦しく、自分の給料まで回らず年金で生活している」ということでした。この企業に市の
支援について尋ねたところ、「さらに高いレベルの仕事をしたいが、それに必要な新しい機械の資金や時間
がなく、それに見合う成果が上がるかを考えると難しい」と答えていました。
　条例案に求められるものは、こうした企業を廃業もやむを得ないとする「新陳代謝」として切り捨てるの
ではなく、下請け中小零細企業や、小売業を生業としている中小零細企業など、自助努力だけでは限界のあ
る企業や事業者も含め、具体的に現状を把握し、可能性を導き出せるような行政として役割を明らかにする
ことです。中間取りまとめの中で、「中小企業振興条例については、市内中小企業に対する本市の姿勢を明
確にするとともに、ニーズに応じた様々な取り組みを進めることによって、市内中小企業が一層活性化する
ことが期待されている」と述べています。
　市内経済の主役である市内中小零細企業にきめ細かく中小企業振興に資する条例であるべきと考えます。
中小企業に対する本市の姿勢とはどういうことなのか、具体的内容について伺います。また、ニーズとは、
中小企業者のニーズをさすのか、ニーズに応じた様々な取り組みとはどのようなことなのか、伺います。
　東京都墨田区では、1979年に制定された墨田区中小企業振興基本条例に基づき，区内産業人の代表者によ
る産業振興会議が常設され,6つの部会での企業者の意見が区の施策に生かされる仕組みがつくられました。
条例化に向けて、このようなそれぞれの業種ごとに具体的な要望を形にするための受け皿を検討しているの
か、伺います。
　条例化の検討段階から、業種ごとの代表者による協議の場を設置する考えがあるのか、伺います。先ほど
も指摘したとおり、より具体的に中小零細企業の実態をつかむことが大切です。たとえば、2013年は、前年
に比べ約100社も製造業等中小企業が減少していますが、どのような理由で減少しているのか、どのような
業態の企業なのか、実態すら把握されていません。そうした実態を把握せずにどうして実効性ある施策をつ
くることができるでしょうか。条例化を検討するに当たり、川崎市独自の実態調査を行うべきですが、伺い
ます。
川崎プレミアム商品券について
　川崎市は、総数27万５千冊発行します。現時点での申し込み数を伺います。
　５千店舗を見込んで市内取扱店募集が行われ６月26日を期限としていますが６月　24日現在1052店舗だけ
です。取扱店として手続きの不明確さ、煩雑さから参加をためらう声が聞かれます。中でも大きな障壁が商
品券換金サイクルです。換金の締め切り日から数えて平均30日、商品券を手にしてから数えて長いと49日間
も現金化できません。しかし、商品仕入れには現金で当日か次の日には支払わなければならない習慣の生鮮
品などを扱う業種の方たちは、こんなに換金に日時がかかることは死活問題です。商品券と現金交換の期日
の改善が求められていますが伺います。
　相模原市では１週間で換金できるようにしました。川崎市でも同様の期間で換金できるような特別な措置
を今からでもとるべきです。伺います。販促イベントなどに、アドバイザーなどを商店街と合意の上、市の
責任で積極的に派遣しイベントが行われるまで支援すべきです。伺います。さらに、川崎市から人を配置し
て商店街で商品券を買えるようにすべきです。商品券の消費者への引き換え期間が９月１日から９月10日ま
での10日間であることについてですが、この期間に手持ちの現金がないと引き換えができない年金生活者や
低所得者の皆さんもおられます。せめて年金支給後の10月20日頃まで期間を延ばすべきと思いますが伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　2014年度のキャリアサポートかわさきの雇用状況は、相談者数3493名、登録者980名、就職決定者465名で
すが、決定者の内訳をみると正規雇用が114名30％、非正規雇用が321名70％です。2014年度に正規雇用を希
望する登録者が実際に正規で就業したのは20％、20歳代では16％とさらに低くなります。2007年６月に開設
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した当初は正規雇用の決定率は64％でしたが、年々正規雇用の決定者率は減少しています。
　キャリアサポートかわさきの求人開拓員数は、国の緊急雇用制度がなくなった2013年の11名から４名に減
り、その結果、求人開拓件数は、2012年度の7226件から2014年度は3070件と半減しています。求人開拓件数
を増やすためには、市独自で求人開拓員を増やすことが必要です。伺います。
　業種別求人数では、非正規雇用の割合が高い人材派遣・紹介が2013年度77名だったのが、2014年度は224
名と約３倍に増えています。正規雇用の拡大につなげるのではなく非正規を増やしているのではないでしょ
うか。正規雇用希望者が圧倒的なのですから、正規雇用を増やすためにも、市内企業への支援が必要です。
東京都では、2015年度からパートや契約社員、派遣労働者で、派遣労働者の新卒者を除く35歳未満の若者の
正規雇用化を支援するため、国と連携し「若者応援宣言企業」を対象として奨励金を支給します。支給金額
は対象となる若者一人あたり15万円を事業主に支給するというものです。本市においても、こうした事業を
立ち上げるべきと考えますが、伺います。
市内大企業のリストラ計画について
　昨年10月に東京小平市のルネサスエレクトロニクス武蔵事業所から群馬県高崎事業所に広域配転された２
人の子育て中の女性は、育児介護休業法26条に基づき、会社側の雇用承継手続きに問題があると異議を申し
立て、厚生労働省東京労働局による文書助言も実施させ、その結果、この４月に元の職場に戻ることができ
ました。
　2014年６月議会で私たちは中原区の玉川事業所でも育児や介護をしながら働く女性らが広域配転を命ぜら
れ、「育児や介護をしながらそんなに遠くまで通勤はできない」との悲痛な声を紹介し、実態調査をするこ
とを求めました。武蔵事業所や高崎事業所と同様に玉川事業所でも法令違反が疑われます。ハローワーク川
崎北によれば、ルネサスから、2015年12月に183名の離職届けが出されています。自治体の長として、ルネ
サスから再就職者数、配転者数等の実態を把握し、適切な対応すべきです。市長に伺います。
　また、ルネサスは、大量に正社員を減らしながら、多数の人材派遣会社が派遣社員を送っています。驚か
されるのは、早期退職で追い込まれた正社員や、派遣会社に転職させられた正社員が、派遣社員としてルネ
サスに戻っていることです。その中には、早期退職に応募させられた課長級の社員も、派遣社員として再び
働いています。こうした退職者は、再就職を人材派遣会社に頼らざるをえません。さらに、ルネサスは、早
期退職を迫る面談で「キャリアプランセミナー」への参加を社員に命じています。その「セミナー」の実態
は人材派遣会社の宣伝であり、「こういう会社から来てくれといわれている」と紹介された会社が、実は派
遣会社だったと後から判明したケースもあります。人材派遣会社の中に，市が求人開拓事業等で委託する会
社は含まれているのか、伺います。正社員だった労働者を再び派遣社員として雇うというルネサスの行為に
ついて、市長の見解を伺います。
小杉駅周辺再開発に伴うビル風対策について
　小杉地区のタワープレイスやエクラスタワーの風観測は業者まかせで、その対策は周辺に樹木を植栽し風
を和らげる程度のものでした。しかし、すでに建設された小杉の超高層ビル周辺では、今までにない強風が
吹き荒れ、通行人もビルの住民もビル風に悩まされる状況が続いています。
　ビル風被害を体験している住民は、自ら簡易風速計を購入し、2013年６月から２年間にわたって毎月数回
歩いてビル周辺の風環境を測定し市にもそのデータを提出してきました。中原保健所の公式観測データと比
較しても、ビル周辺は平均1.6倍の風速が観測されているとききます。この涙ぐましい努力の結果をきちん
と受け止めて、ビル風対策に生かすべきです。今後も超高層ビルの建設を川崎市は容認しようとしています。
ビル風被害をどう取り除くのか、いちばんひどい状況が反映されない環境影響評価の事後アセスの結果のみ
で判断すべきではありません。世田谷区の二子玉川の再開発地域では、区が独自で風向風速計を９ヵ所設置
し、１年間観測したのをはじめ、風の専門家会議を設置して風対策に乗り出しています。小杉の高層ビル群
の全体を把握するために、川崎市の責任で風観測を行い、その観測をもとにコンピューターシミュレーショ
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ンで街全体のビル風を把握して、抜本的な対策を打つことが必要と思いますが、伺います。
ワンルームマンション建設に関連して
　中原区で109戸、185戸に代表されるように大規模なワンルームマンションの建設が急増しています。西加
瀬のワンルームマンション計画では、閑静な住宅街に建設予定ですが、管理上の問題、災害時の心配、地域
コミュニティからの孤立などの不安が町民のあいだに広がっています。川崎市におけるワンルームマンショ
ンの申請件数は、2012年24件、2013年37件、2014年60件と急増しています。
　川崎市の指導要綱の建設に関する基準等では、管理人に関して「住戸数が30戸以上の場合は、管理人室を
設けること」、さらに管理に関する基準では「管理人はごみ収集日に日中２時間以上駐在すること」「30戸未
満の場合は、必要に応じて巡回して管理することができる」としてあるだけで、あとは制限がありません。
　東京都23区では多くの区でワンルームマンションの開発規制が行われています。その中でも、豊島区では、
単身者も家族も含めて多様な人々が長く住み続けられるために、住宅ストック（総量）のバランスを是正す
ることで、将来の健全な地域コミュニティを維持する政策が重要として、最低でも二人世帯が暮らせるよう
な住宅の供給を誘導していくことを目的に「狭小住戸集合住宅税」を2004年に制定しています。また、渋谷
区では新たに社会状況変化への対応が求められるとして、2012年３月に条例を改正し、ファミリー向け住戸
を設置すること、管理時間も総戸数によって、例えば総戸数50戸以上は廃棄物の収集日を含め週５日以上か
つ日中８時間以上管理人を駐在させること、としています。
　いずれも、基本にそのまちに長く住み続けられるまちづくりの理念がきちんと位置づけられていることが
特徴です。川崎市も「川崎に住み続けられるまちづくり」をすすめるための住宅の質を確保する視点から規
制を考えるべきです。そうした立場から東京都の取り組みなど含めて、川崎でも要綱の改正を行うべきです。
伺います。　
リニア中央新幹線について
　麻生区片平の非常口についてですが、麻生総合高校横に「立坑」をつくる際、資材の搬入や残土の排出の
ための道路ルートがいまだに明らかになっていないため、住民に不安が広がっています。また、この立坑に
ついては、東京都町田市と川崎市での説明会では、土砂搬出の有無について、それぞれ異なる説明がされて
いることに驚きの声が上がりました。町田市側には、土砂は搬出しないと明言し、川崎市側には、町田市へ
の土砂の搬出はあると説明しています。なぜ、このような異なった説明が行われているのか伺います。市と
しては、どのようなルートで通り、残土の運送が行われると把握しているのでしょうか。伺います。
　非常口予定の梶ヶ谷についてです。市内の非常口のたて抗から排出される建設発生土、建設汚泥の総量は
407万㎥です。そのうち宮前区梶ヶ谷から排出される土量は、249万㎥で市内の61％に上ります。JR東海は、
「車両走行による交通への影響の軽減を図る」ために、貨物列車による臨海部への輸送を検討しています。
昨年12月に行われた住民への説明会で、ＪＲ東海は、「できるだけ土砂は貨物列車で運ぶ」「貨物は夜も走ら
せる」「残土の運搬は土曜・祭日もやる」と住民に説明し、住民からは「今でも、操車場の騒音に悩まされ
ている」「これ以上の騒音を増やさないでほしい」と、鉄道利用であっても、地域環境を悪化させることに
なると懸念する声が多く出されました。現在でも、梶ヶ谷貨物ターミナルは24時間途絶えることなく上下13
0本以上の貨物が行き来し、ターミナル内では、貨車の連結作業が明け方から夜12時近くまで続けられてい
ます。市は、このような梶ヶ谷貨物ターミナルの利用状況、周辺の騒音・煤塵被害について、どのように把
握しているのか伺います。周辺環境の改善のための取り組みについても伺います。また、今回梶ヶ谷から発
生する土量のうち、どのくらいの量を鉄道輸送でまかなうのか、どのような想定がされているのか、伺います。
羽田連絡道路の整備について
　本年５月18日に行われた羽田空港周辺・京浜臨海部連携強化推進委員会において、羽田連絡道路が取り上
げられ、羽田空港跡地地区と殿町地区中央部を結ぶ２車線の新たな橋梁として位置付けられ、取り組みに当
たっては、多摩川における渡河部の一般ルールを基本に事業の実現を目指すとされました。合わせて、国道
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357号線については、事業着手に向けて必要な調査・設計が終わり次第、2015年度内に事業着手するという
ことですが、国直轄事業としてこの事業の財政的負担についてはどのように考えているのか伺います。羽田
連絡道路と平行して同時期に整備することになれば、莫大な財政負担を想定しなければなりません。市長は、
きわめて厳しい財政状況を強調し、スクラップ・スクラップ・アンド・ビルドとさらに行革を推進しようと
しているのに、計画されているものだけでも同時期に、新等々力大橋、臨港道路東扇島水江町線、国道357
号線、そして、羽田連絡道路の整備と、これだけの大規模開発が出来る根拠がどこにあるのか、市長に見解
を伺います。
川崎港コンテナターミナル整備に関連してガントリークレーンの稼動状況について
　昨年４月からガントリークレーン３号機が供用開始され、３基体制となって１年が経ちました。しかし、
この１年間の稼動実績の合計で、３基が稼動した日数は７日だけ、３基同時稼動があった日数はゼロ、２基
同時稼動があった日数は年間42日だけでした。その42日を含めて１日のうち２基が稼動した日数は146日あっ
たとのことですが、その２基の組み合わせ別（１・２号機、１・３号機、２・３号機）に日数の内訳を伺い
ます。また、３基体制になってからも１基しか稼動しなかった日数が年間193日もあることに驚きますが、１・
２・３号機別に193日の内訳を伺います。
港湾事業特別会計補正予算に関連して
　コンテナ貨物量の増加に伴い、コンテナターミナル整備の荷捌き地の地盤補強等整備のため補正予算が提
案されています。そもそも、計画最大取扱量については、いくらだったのか、また、コンテナ貨物量が増加
したとしても、計画最大取扱量に未だ達していなのに、整備費用を計上する理由について伺います。
　また、計画最大取扱量に達していない段階での整備は、次の新たな港湾整備に向けた布石ではないかと考
えますが、見解を伺います。
　以上で質問を終わります。
【再質問の前の意見】
高津区の特養ホームについて
　現在、民有地での再公募を行っており、その結果を踏まえ、大谷市営住宅跡地について検討するというこ
とです。もしも民有地の確保が難しいとなったときには、公有地活用の取組みをスピード感をもって進めて
いただき、2017年度開設を必ずしていただくことを強く求めておきます。
ガントリークレーン３号機の稼動状況について
　港湾局長は、号機別の詳細な稼動状況の集計について、荷主や船会社から問い合わせがないことなどを理
由に、民間による運営開始後は集計を取りやめていると述べました。
　かつて、３基目の整備計画を打ち出した際に港湾局長は「常に２基のガントリークレーンが稼動している
ことが必要不可欠であると利用者から強く要望されている」と答弁し、川崎港運協会からの１通の要望書を
理由に３基目の増設を正当化しました。
　市民の税金９億円を費やして整備した施設について、造る理由は業界の要望だったが、造った後の稼動状
況は業界から問い合わせがないから集計する必要がないという態度は、市民の理解はまったく得られません。
１号機・２号機がそれぞれ16億円で、３基で40億円以上もかけた施設です。指定管理移管後も川崎市が保有
する施設であり、定期的にメンテナンス料もかかるわけです。３基体制になってからの号機別の稼動状況を
市がしっかり把握し、いつでも市民や議会に公表するのは当然です。そのことを強く求めておきます。
【再質問】
市長の特別秘書について
　市長の特命課題に対応する部長がすでにおり、副市長も３人もいるのに、新たに特別秘書が必要な理由に
ついて市長は、「施策実現に向けたスピーディな対応、未成熟な課題への的確な対応」が求められているから、
「私を補佐するスタッフ職の設置が不可欠である」、また、特別秘書の職務について、「国や県の関係者、経
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済界等から収集し、分析する。市長と政界財界等との面会の調整をはかる」と答弁されました。しかし、こ
れはまさに副市長の役割ではありませんか。
　そもそも副市長とは、「市長を補佐し、市の行政事務を監査する特別職の公務員であり、市長が欠けたと
きは市長の職務を代行する任務を持っている」ものです。市長に代わりうる職務権限を有する副市長が３人
いてもできなかった業務・仕事が今までにあったのか、具体的にお答えください。
　また、６月の記者会見では、「包括協定など事前の柔らかな段階から議論していくのはラインの仕事では
無理」と発言されていますが、先月、飲食店情報検索サイト大手「ぐるなび」と包括協定が締結されていま
すが、これは特別秘書がいなくてもできたわけです。これまで副市長がラインをもっているためできなかっ
た対応というのはあったのか、具体的にお答えください。
　また市長は昨年８月の記者会見のなかで、特別秘書が必要な理由・職務内容について、「複数の自治体で
相手の首長と会ったとき相手方は特別秘書を連れてきて、私は私だけだった。自治体間連携・広域的な取組
みをするうえで必要不可欠」と発言していますが、20政令市の中で特別秘書設置の規定があるのは６市、実
際に置いているのは、人口が川崎市の2.5倍の横浜市、1.5倍の名古屋市のわずか２市にすぎません。1.3倍
の札幌市など圧倒的多くの政令市はおいておりません。大阪市は、橋下徹市長が自分の後援会幹部の息子を
特別秘書とした結果、税金ムダ使いとして批判され、現在やめていることは初回の質問であげたとおりです。
そのため記者からも、「多くの自治体は特別秘書なしで頑張っているではないか」と指摘されています。阿
部前市長のもとで特別秘書がいないため困っていたという声もまったく聞かれませんでした。
　改めて伺いますが、副市長３人でできなくて、特別秘書がどうしても必要な理由について具体的にお答え
ください。また、市民の税金を使う以上、特別秘書の職務は公務ということになります。そのため、名古屋
市では、特別秘書の職務内容を「公務に限る」としています。公務であって、かつ、純然たる政務ではない
職務、そして副市長ではできない職務とは何か、についても、具体的にお答えください。
　さらに、特別秘書の職務内容として予定される「公務」から逸脱したような場合、逸脱したかどうかの判
断基準、その判断者は誰なのか、どのように判断するのか、規則等定めるのか、について伺います。
　特別秘書の指揮命令系統についてです。特別秘書が折衝にあたるとか、情報収集するに当たっては、市役
所や市政の現状について調べなければならなくなると思いますが、その場合の指揮命令系統はどうなるのか。
ラインのほかに別ルートからの指揮命令に職員は従わなければならなくなると、混乱が予想されますが、特
別秘書の権限はどこまでと考えているのか伺います。
市内大企業のリストラ計画について
　ルネサスが産業革新機構から資金投入を受けて以降、人減らしが繰り返されていますが、仕事は減ってな
いため、早期退職を迫られ、１月31日付で退職した社員が２月１日から派遣で戻ったケースもあります。派
遣法第40条で、離職した労働者を１年以内に派遣労働者として雇うことは禁じられており、明らかな派遣法
違反です。こうした労働法令違反があることが明らかになっているのに、あくまで市長は、ルネサスは「関
係法例を踏まえた上で高度な経営判断等に基づく」対応がされていると言い続けるのでしょうか。実態を把
握し、適切な対応を行うべきです。再度市長に伺います。
　川崎市が委託している派遣会社に対して、社員を送り込んでいる事実があるのか聞くことはできるのでは
ないでしょうか。伺います。
羽田連絡道路について
　市長は、川崎港臨港道路東扇島水江町線の整備について、「本市の継続的な成長に不可欠」と答弁されま
した。これまで市長や港湾局が説明してきた理由については、すでに、我が党は昨年来、議会の審議で一つ
ひとつ検証し、整備する理由が破たんしたのに、またぞろ継続的に不可欠などととってつけたような理由を
挙げています。昨年６月議会では「東扇島の１万人の就労者の避難経路」になるという市長の説明は、東扇
島から津波浸水予測地域の水江町へは避難させないという川崎市津波避難計画との矛盾が明らかになって、
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いい出せなくなりました。昨年12月議会では、港湾計画でおよそ10年後にコンテナ取扱量が40万TEUまで
増えるという予測が何の根拠もない過大予測であることが明らかになり、そのためにコンテナ輸送路が必要
という理由も破たんしました。昨年度の取扱量6.8万TEUが10年後に約６倍に増える根拠はありません。
　今年３月議会では「津波襲来時に避難可能な高台になる」という理由について、国や市の担当者が今後も
橋梁の上を垂直避難施設に指定する予定はないと断言されました。東扇島などの埋立地や臨海部コンビナー
トの労働者は就労先の建物の上階、又は指定された津波避難施設へ垂直避難するのが基本です。
　また、海底トンネルで交通渋滞が発生しているから交通の分散化を図るために必要だという新たな理由を
持ち出しましたが、実際は渋滞が起きていないことが明らかになると「交通混雑の解消のみを目的に整備さ
れるものではない」と、自ら持ち出した理由を引っ込めるに至りました。
　このように整備の理由が次から次へと持ち出されましたが、いずれもその矛盾と破たんが明らかになり、
まともな理由を何も示せないまま今日に至っています。そのような時点で、「本市の持続的な成長に不可欠」
というのは、どういうことなのか、市長の見解を伺います。
不登校対策、少人数学級について
　かわさき教育プランでは、「不登校児童生徒の出現率」として2013年度の中学校の実績値3.65％を、
2017年度は目標値として3.47％としています。ということは、中学校では1048人を996人に減らすだけとい
うことです。政令市ワースト３位はそのままです。中学校２校分に匹敵する不登校生徒が基本的に減らない、
本気になって減らそうという気概はプランからはまったく感じられません。
　答弁でも不登校生徒が出現した場合の後追い対策の感は否めません。以前にも紹介しましたが、山形県で
は少人数学級実現の「さんさんプラン」の実施によって確実に不登校生徒は減っています。
　６月５日の文科省による財務省の「義務教育教職員定数」に対する文書のなかで、学習集団と教育的効果
について、「不利な家庭環境に置かれた児童生徒が数多く在籍する学校においては、学習集団が小さいほど
正答率が高くなる傾向」「学習集団が小さいほど子どもたちの自己肯定感が高くなる傾向」など、あらゆる
角度から少人数学級の優位性を論じています。不登校生徒を大本からつくらない、そのためにも川崎市独自
で中学生でも少人数学級を実施すべきではないでしょうか、伺います。
待機児童の定義について
　一時保育の利用者についてです。一時保育の利用を選択された方については待機児童に含めないとのこと
ですが、認可保育所に入所申請して入所できずに、結果的にやむなく一時保育を選択せざるを得ない人はい
なかったのか、こうした方々は全員認可保育所に入所できているのか伺います。一時保育利用者のカウント
について、他の政令市の状況を伺います。
　産休・育児休業中の申請者について、やむなく延長している方や調査日時点で休業を取得されている場合
についての考え方について、ほかの政令市の状況を伺います。
　次に「子どもの未来応援プラン」の「量の見込みと確保方策」についてです。
　2015年度の３歳以上の２号認定の量の見込みは１万5537人（推計児童数に対する確保量の割合は39.5％）、
３号認定のゼロ歳は2,422人（17.4％）、１・２歳児は10,910人（40.9％）で、合計は28,869人です。それに
対し2015年度の保育所・認定こども園の定員は22,505人、地域型は364人で合計は22,869人です。この差は6,
000人ですが「子どもの未来応援プラン」における2015年度の認可保育所の定員確保目標値は1,385人、小規
模保育事業所95人です。量の見込みに対し、整備計画が圧倒的に不足し、計画初年度から確保策の遅れが明
らかです。認可保育所の整備計画の上乗せをすべきですが再度伺います。
中小企業振興条例について
　条例化に向けて「それぞれの業種ごとの具体的な要望を形にするための受け皿」については、「『川崎市産業
振興協議会』の場などを活用し、検討を進める」との答弁でした。実態の把握についても、「キャラバン隊」
の活動などで行っているとのことでした。条例が「一生懸命に努力をしている市内中小企業を後押しし、応援
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すること」を実現するためには、総論的な議論にとどまらず、製造業・建設業・小売業・サービス業・農業な
ど分野ごとに現場で事業を進めている人の声を反映した条例作りと条例制定後の検証が必要です。条例の検
討や検証に当たり、現場の声を反映した分野ごとの協議が可能な枠組みを作るべきと思いますが、伺います。
川崎プレミアム商品券について
　商店の商品券と現金の交換期日の短縮についてです。商店の皆さんがなかなか、登録店に踏み切れない最
大の理由は、換金まで最長49日に上るということです。現金仕入れの店や個人商店などでは、販促イベント
などに力を入れ、商品券の使用促進をすればするほど、仕入れや生活のための現金やりくりがますます困難
にしていくという事態を呼び込みます。換金日数短縮の思い切った対策が求められています。市役所・主張
所に職員を配置し、せめて１週間ごとに商店街の換金に応えられないのか、伺います。
障がい者施策について
　市の単独加算の削減について、３月議会で「次年度の円滑な事業運営がなされるよう適宜対応してまいり
たい」といわれたので、その内容について質問したところ、答弁は「監査法人に委託して運営状況を把握す
る」というものでした。経営状況の把握だけでなく、より効果的・効率的な加算に向けた調査だといいます
が、障がい者福祉には「効率性」はなじみません。定率加算の半減などによって市内の事業者にどんな影響
が出ているのか、どういう支援が必要なのかを市としてしっかりつかみ、具体的な手立てを行うべきです。
伺います。

【再々質問の前の意見】
ルネサスの無法なリストラについて
　ルネサスが労働者派遣法違反をしていると事例をあげて明らかにしているのに、市長は実態を把握するこ
とを拒否する答弁に終始しました。市民の暮らしを守るべき市長として、こうした実態の把握に踏み出すこ
とを強く求めておきます。
【再々質問】
市長の特別秘書について
　再質問で、特別秘書の職務について具体的にお答えくださいとの質問に対して、市長は答えないだけでな
く、それまでに出したことのない「副市長の膨大な業務量を考慮すると副市長が担うことは現実的ではない」
と、あたかも副市長の業務量を考えて新たに特別秘書を提案したかのような理由を突然示したのには驚きま
した。こちらが聞いているのは「純然たる政務ではない職務、特命部長や副市長ではできない職務」とは何
かを聞いているのです。改めてお答えください。
　特別秘書の職務については、昨年の記者会見でも「市長の話では、出勤時間が決まっているわけでもなく、
極端なことをいえば役所に来なくても全然構わないということになる」「何らかの透明性を確保する方法が
必要ではないか」と指摘されています。しかし答弁では、「私が責任をもって業務を常に把握し、遂行状況
についても逐次報告を受けるなど管理をしっかりと行っていく」というだけで、特に透明性を担保する規則
等の制定は考えていないとのことでした。これでは市長に全権委任するようなもので、市民が特別秘書の職
務状況を把握する術はないことになります。
　市長は人選で前市会議員を含む自らの政治団体の同志を否定しませんでした。今回の特別秘書の報酬は「部
長職」にあたる給与水準だということです。市長が昨年自らの特命課題を担当するために県から抜擢した部
長もほぼ同じ報酬だということでしょうか。川崎市の労働者の年収は、2012年の就業構造基本調査によれば、
200万円未満が26.5％、300万円未満が44％、400万円未満が約60％、500万未満では約70％です。もう市民サー
ビスを削減するところがないといわれる状態の中で、今後、新たな「行革」で、市民はさらに大きな痛みを
押し付けられるのです。そんな状況で、何をやるか職務内容がはっきりしない特別秘書を1100万円もの報酬
で採用することが本当に市民の理解が得られると考えているのか、市長に伺います。
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川崎プレミアム商品券について
　現金仕入れの店や個人商店は、販促イベントなどの取組みに力を入れ、商品券の使用を促進すればするほ
ど、すぐに使えない債権が増えていき、仕入れや生活のための現金のやりくりがますます困難になる事態を
招く結果になると指摘し、換金時期の短縮を求めました。多くの商店主からこうした声が直接川崎市にも届
いているはずです。市長は、マニフェストで「市内事業者を大切にします」と述べているのですから、こう
した商店の皆さんの切実な要求に応え、地域経済振興の絶好の機会として取り組まれる今回の商品券事業に
参加しやすくするため、換金の短縮に市が特別の手立てをとるべきと考えますが市長に伺います。
羽田連絡道路、臨港道路東扇島水江町線の整備などについて
　国道357号線の整備がほぼ確実になった今、多摩川トンネル整備に対して、多大な費用負担が発生するこ
とになります。しかも、新等々力大橋も協定を結ぶ段階まで来ているときに、羽田連絡道路まで着手する余
力がどこにあるというのでしょうか。市長公約の子どもの医療費助成を小学校卒業まで拡充するのに必要な
予算は、所得制限が現行のままで約10億５千万円、所得制限を撤廃しても約20億８千万円程度でできます。
これについては、財政状況の厳しさを強調しつつ、「行革の取り組み等により財源の確保に努め、財政面の
影響を考えながら検討する」と慎重になる一方で、これらの公共事業によって債務負担が毎年数十億円単位
も増えることについては可能であるとする理屈は成り立ちません。この矛盾をどう説明するのか、市長の見
解を伺います。
【再々々質問の前】
　プレミアムつき商品券の換金日時の短縮について質問しましたが、できないので理解をしてくれとの答弁
でした。物品仕入れのため毎日現金支払いする店では、商品券という債権が増えれば増えるほど、仕入れの
ための資金繰りで、首を絞めることになると言われました。商店街の活性化のための仕組みによって、商店
が苦しくなると言うのはおかしいと思いませんか。出来ないから理解してくれと言うのは、こうした商店主
にはこの事業に参加しなくても結構と言っているに等しいものです。
　このままでは、資金力を持つ大きな事業者だけの事業となり、本来の目的である地域経済の活性化からは
ずれていく結果になります。一生懸命に努力している中小企業を後押しし、応援することを目的として「（仮
称）川崎市中小企業振興条例」を検討していますが、このままでは、ただの空文句になってしまいます。
　市長、言葉だけでなく商店主をはじめ、事業者の声を受け止め換金日時の短縮を検討するように強く要望
します。
【再々々質問】
　羽田連絡道路の整備について市長は、まったく答えませんでした。市長が、きわめて厳しい財政状況を強
調し、スクラップ、スクラップ、アンド、ビルドと新たな行革を市民に押し付け、市長が選挙で公約し、市
民が待ち望む小児医療費助成制度を小学校卒業まで拡充する予算については、行革の取り組み次第ときわめ
て後ろ向きじゃないですか。それなのに、数千億円規模になる大規模開発は、なんら制約をつけず次々と推
進し、その結果、債務負担が毎年数十億円単位で増えることが予想されるのに、きわめて厳しい財政状況と
位置付けている当の市長が、どうして財政的に成り立つと考えているのか、つじつまの合うようにちゃんと
答えてくださいと伺っているのです。ちゃんと答えてください。
【最後の意見】
　羽田連絡道路についてですが、まともに答えられないと言うことは、結局、きわめて厳しい財政状況とい
うのは、市民に我慢を押し付けるために詭弁を弄しているに過ぎないと言うことを、認めているということ
になりますよ。国道357号線多摩川トンネル整備や、川崎港の過大な拡張計画なども含め、これらの同時進
行で進められる大規模公共事業によって延べ数千億円規模の整備費用が見込まれており、確実に増えるのは、
本市のばく大な財政負担と長期債務だけです。しかも、莫大な長期債務の財源捻出が必要となることから、
新たに「行財政改革」で市民サービスをいっそう切り捨てようとしています。将来の市民サービスの安定的
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な提供どころか、市民への新たな負担の押し付けと、市民サービス削減による耐え難い痛みの強要が待って
いるだけではありませんか。
　このようなやり方は、高速川崎縦貫道路の行き詰まりや、1990年代以降の税源培養になると言って始めた、
かわさき港コンテナターミナル事業の失敗で川崎市は、すでに経験済みです。すでに破綻した論理を持ち出
し、過去の川崎市の歴史に学ぼうとしない姿勢を根本から改めて、市民の切実な願いにまともに向き合うこ
とを強く要望して質問を終わります。

2015年第３回川崎市議会定例会代表質疑（６月25日）

　私は、日本共産党を代表して、議案第120号平成27年度川崎市一般会計補正予算について質問を行ないます。
　この補正予算は５月17日川崎区日進町の簡易宿泊所で起こった痛ましい火災を受けて提案されたもので
す。お亡くなりになった方々に心からご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた方々に心からお見舞い
を申し上げます。
　この補正予算の中身は、旅館業法に位置づけられている簡易宿泊所の３層部分に居住する方をはじめとす
る生活保護受給者の方々を、民間賃貸住宅等に転居する支援を行うためのものとのことです。
　日本共産党市議団は、簡易宿泊所はあくまでも旅館業法に位置づけられる「宿泊所」であり、長く住み続
ける「居住の場」ではないことから、これまでも、居住する生活保護受給者の中で希望される方には、簡易
宿泊所から民間アパートへ転居をすすめるよう求めてきました。また、転居の際に障害となる保証人がいな
いことや、ご本人が抱える生活習慣の改善などの問題に、市が責任を持って対応することを求めてきました。
　この補正予算では、民間アパート等への転居をすすめる支援員を４人、生活支援員を１人配置するとのこ
とです。６月２日から５日に、簡易宿泊所32施設の３層部分利用者を対象に行われた意向調査によると、24
3人のうち124人が簡易宿泊所からの転居を希望しています。当面は、３層部分利用者を最優先に転居支援を
行なうとのことですが、今後、すべての簡易宿泊所に居住する生活保護受給者約1400人を対象とすることに
なれば、民間アパートへ等の転居希望者はさらに増えることが予測されます。転居支援員４人・生活支援員
１人の体制では不足するのではないでしょうか、伺います。
　生活保護受給者が民間アパート等に転居する際に障害となることが多いのが保証人や緊急連絡先の確保、
生活習慣の改善などの問題です。この事業は委託するとのことですが、委託先の転居支援員・生活支援員は
それぞれこの問題にどのような役割を果たすのでしょうか、委託事業者任せにせず、市が最後までその役割
を果たすべきと考えますが、伺います。

【再質問】
　当面、転居支援員４人と生活支援員１人を見込んでいるとのことでしたが、年度内に民間アパート等への
転居を希望する居住者がさらに増えることが想定されます。その場合には、年度内にもさらに支援員を増員
することが必要と考えますが、伺います。　
　また、簡易宿泊所３層部分の居住者を対象にした市の意向調査では、転居可能な時期について「１年以内」
「２～３年以内」と答えた方が、124人中33人に上ります。転居にはある程度の期間がかかるものと思います。
補正予算で今年度のみの実施とするのではなく、来年度以降も継続して行うべきだと考えますが、伺います。
　転居支援員とともに金銭管理や家事の支援などを行う生活支援員を配置して、転居を一層促進するとのこ
とです。これまでは、生活保護受給者がアパートへの転居をする際の判断基準として、「居宅生活を営む上
で必要となる生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーションなどが自力で
できるか、自力ではできない場合には社会資源の活用を含めてできるか」という基準がありました。今回の
措置は、これまでの基準にとどまらず、転居を希望する人ならアパートへの転居の対象とするということな
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のでしょうか、伺います。
　市が聞き取り調査を行った243人の方のうち、「簡易宿所から転居したいですか」という質問にたいし「い
いえ」と答えた方が91人、「どちらでもよい」と答えられた方が22人おられます。この合計113人が「転居し
たくない理由」としてあげられたのが「簡易宿所には帳場や仲間がいる」52人、「金銭管理には自信がない」
19人、「アパート生活の仕方がわからない」20人、と多くの方がアパート生活に不安を抱えています。本来
は転居をしたいが、簡易宿泊所以外で生活したことがないから出られない、という方が多くいると考えられ
ます。希望する方々が安心してアパート生活をスタートできるよう、生活支援員を手厚く配置するとともに
丁寧な支援を強めるべきです。伺います。

2015年第３回川崎市議会定例会代表討論（７月２日）

　私は日本共産党を代表して、今議会に提案された諸議案について討論を行います。
議案第86号川崎市特別職の市長の秘書の職の指定等に関する条例の制定について議案第87号川崎市特別職の
市長の秘書の給与及び旅費に関する条例の制定について
　私たちはこの議案は市長に直接お聞きすることが必要と、代表質問でかなりつっこんで質問いたしました。
　特別秘書についてその職務について、具体的な答弁はありませんでした。
　３人の副市長、特命部長がいるなか「純然たる政務ではない職務、特命部長や副市長ではできない職務は
何か」とお聞きしても、市長から明確なお答えは最後までいただけませんでした。さらに、職務の透明性を
担保する規則等の制定についても考えていない、ということでした。これでは市長に全権委任するようなも
ので、市民が特別秘書の職務状況を把握する術はないことになります。
　川崎ではこれまでも厳しい行財政改革が行われてきました。もうこれ以上、乾いた雑巾を絞ることはでき
ない、もう行革の種はない、と言われているなかで、さらにスクラップ・スクラップアンドビルドとの市長
の掛け声のもと、この秋にもかつてない厳しい行財政改革案がでる、ということに多くの市民は大きな不安
を抱いています。このような状況のもと、市民の税金1100万円もの報酬を支払って特別秘書を採用するなど、
到底市民から理解を得られるものではありません。
　川崎には３人の経験豊かな副市長、優秀な職員がたくさんいます。市長にはこの豊かな人材の力を十二分
に引き出して、自治体本来の仕事・住民の福祉の増進のためにいまこそ、まい進していただきたい、と思い
ます。よって、特別秘書にかかわる議案については反対です。
議案第88号川崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、国のマイナンバー制度の施行に伴い、自治体に個人情報保護条例の改正が義務付けられたこ
とによるものです。マイナンバー制度は、今年10月から国民へ番号通知が行われ、来年１月から開始される
予定ですが、赤ちゃんからお年寄りまで住民登録をしている人全員に原則として生涯変わらない番号をつけ、
その人の納税や社会保障給付などの情報を国が管理し、行政手続きなどで利用するというものです。
　政府は、まだ施行していないのに国民の預貯金や健康診断情報など民間企業が扱う情報にも拡大する法案
の今国会の成立、さらに、カルテや診療報酬明細など医療情報、戸籍や旅券、自動車登録など次々と拡大す
る方向だといわれています。
　国は初期導入に2000億円から4000億円、以降の運営費が年間数百億円規模の資金がかかるといわれていま
す。しかし、ここには地方自治体の持ち出し経費や事業所の制度対応のシステム修正などの費用は含まれて
いません。自治体や事業所が重い負担と労力、膨大な資金の投入を余儀なくされるということで、特に中小
企業から、悲鳴が上がっています。すべての事業所は、来年１月以降、従業員の給与から税、社会保険料の
天引き手続きなどに番号を使うことを義務付けられているため、従業員本人はもちろん配偶者、扶養家族の
番号も勤め先に申告することになります。企業側はアルバイトも含め従業員の膨大な番号の厳格な管理が求
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められており、いま対応に追われています。また、システムの更新や整備の費用や人的体制の確保が重い負
担となってのしかかってきます。川崎市でも11億円の費用と２人の課長を配置するなど、重い費用と負担が
かかってきます。
　６月１日、年金個人情報125万件が流出し、あらためて公的機関の個人情報管理の脆弱性と絶対安全など
ないことが明らかとなり、マイナンバー制度の前提が崩れました。100％情報漏えいを防ぐ完全なシステム
の構築は不可能であり、一度漏れた情報は流通売買され取り返しがつかなくなる可能性もあります。しかも、
事業者の９割が小規模事業所です。その事業者の経理担当者は、給与支払いのときに従業員とその家族の個
人番号を扱うわけですから、どんな小さな会社や経理担当者に対しても厳格な管理が求められます。そうい
う方が辞めたり、事業所が倒産したりした後の管理はどうするのか、課題は山積しています。
　政府は、この制度についていいこと尽くめのような宣伝をし、例として、マイナンバーがあれば公的年金
の申請の際などで、複数の書類をそろえる手間が省けるといいますが、多くの人にとっては年に一度あるか
ないかの手続で、個人番号が漏れないようにする労力に見合う利点とは言えません。他人による番号の不正
利用や、個人情報の流出によってもたらされる被害のほうがはるかに深刻です。
　このように、マイナンバー制度は、すべての事業者や地方自治体には多大な負担を求めながら国民や中小
企業にはほとんど恩恵がない制度であり、国民の納税や社会保障給付などの情報を国が管理して、税金や社
会保険料などの徴収強化と社会保障の給付抑制に使われかねない制度です。マイナンバー制度は、自治体の
裁量権はないということで改正しないという選択肢はないということですが、もともとの法制度に反対の立
場から反対します。
議案第92号川崎市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定について
　報告第４号もマイナンバー制度に関連する内容が含まれていることから反対・不同意です。
議案第89号　川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、５月25日の臨時議会で市長の専決処分の承認としてだされた議案第85号川崎市市税条例等の
一部を改正する条例の制定について、と関連する議案です。
　地方税法等の改正にともなうものですが、地方税法の改正の最大の問題点は、消費税10％増税を2017年４
月から実施するものとし、景気条項を削除したことで、どれだけ景気が悪くても問答無用に消費税増税を行
うものです。来年４月からは今回の議案にあるように軽自動車税１億1700万円の庶民増税、たばこ３級品に
係わるたばこ税の特例税率の廃止などの後、消費税を10％に増税するということが含まれる議案であること
から、反対です。
議案第94号　川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について
　わが党は、保育の継続性・安定性を確保することが困難であることから、公立保育園の民営化に反対して
きた立場から、本議案には反対です。
議案第95号川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
議案第96号川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
　本条例案は、保育所に係る保育士の数の算定について、保育所に勤務する保健師又は看護師に加え、当分
の間、准看護師についても１人に限り保育士と見なすことができるという改定案です。保育基準の規制緩和
を前提とするものですので、本議案については反対です。
議案第97号生活文化会館条例の一部を改正する条例の制定について
　本議案は、受益者負担の公平性を確保するということを理由に駐車場の有料化を図るものですが、そもそ
も、当会館は、1997年に技能職団体の皆さんの多大な協力を得てリニューアルされ、技能職者と市民の交流
施設として利用されてきました。技能職者の皆さんが活動するためには、道具や材料等を持ち込むことが前
提であり、そのための搬入車両のための駐車場は不可欠です。委員会では、引き続き障がい者と技能職関係
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者の駐車場については、無料ということです。しかし、全体の66％を占める一般利用の人には、最初の１時
間だけが無料で、後は30分後ごとに300円の料金を徴収するということであり、市民利用施設を利用する市
民への新たな負担増につながる本議案については、賛成できません。
議案第98号養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　この条例は、介護保険サービスを行う養護老人ホームにあっては、通常おくべき生活相談員の員数から常
勤換算方法で１人を減じた員数とすることができるとする規制緩和の改正ですので賛成できません。
議案105号川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
　今回の条例改正は等々力緑地内のプールを廃止するためのものです。等々力プールの廃止を巡っては、20
13年４月24日のまちづくり委員会で「プールの速やかな代替措置」を求めた請願が全会一致で主旨採択となっ
ています。市の対応は、2016年度の陸上競技場の第２期整備に向けた事業評価を実施するなかで、プールの
複合化について検討するというものでした。プール機能については、スポーツ振興、健康増進、コミュニケー
ションを作る場など様々な機能を有する市民にとって重要な施設です。委員会では、今後の代替施設につい
て、「議会での議論を尊重し、住民の意見を踏まえた検討を行う」との答弁がありました。提案のあった条
例の改定には賛成するものですが、請願審査の結果を踏まえ、住民の要望に沿ったプール整備となるよう、
強く求めておきます。
議案第117号平成27年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算について
　本議案は、コンテナ貨物量の増加に伴い、ラバータイヤ式クレーンを民間事業者が設置することと合わせ
て、コンテナターミナルの荷捌き地の地盤補強等整備のための補正予算です。答弁では、2014年度後半の増
加が著しく、2015年２月度以降は、臨機の措置として実入りコンテナ置き場以外の場所を使用して、整備時
の計画とは異なるコンテナの取り扱いをやむを得ず認める状況となっている、とのことですが、次の新たな
港湾整備に向けた布石ではないかと疑問は払拭できません。
　これまでも、「常に２基のガントリークレーンが稼動していることが必要不可欠であると利用者から強く
要望されている」とし、ガントリークレーン３号機を整備したにもかかわらず、使用実績も明らかにされな
いままで、整備の必要性そのものが問われています。たとえこの１～２年、コンテナ貨物が増え続けている
からといっても、この補正予算による整備の必要性については疑問を持たざるを得ません。よって、本議案
については、賛成できません。
報告第２号について
　繰越額として、国際戦略拠点地区整備推進事業、臨港道路東扇島水江町線、羽田連絡道路整備事業などの
港湾工事負担金が含まれているため、同意できません。
　以上の立場から、議案第86号、議案第87号、議案第88号、議案第89号、議案第92号、議案第94号、議案第
95号、議案第96号、議案第97号、議案第98号、議案第117号については反対し、報告第２号、報告第４号に
ついては不同意、その他の議案及び報告については賛成・同意することを表明して討論を終わります。
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新たな総合計画に関する全員説明会代表質疑（７月29日）

　私は、日本共産党を代表して、川崎市総合計画素案について、質疑を行います。
　最初に、まちづくりの基本目標ですが、10年前の基本構想では、「民主主義のもとでの人権の尊重と平和
への貢献を構想を貫く根本的な理念としたうえで、市民本位の自治のまちづくりをすすめること」を基本方
針としてはじめに位置づけていました。今回の基本構想ではこのような言葉は見当たりません。なぜこのよ
うな文面が入っていないのか、さらに憲法に基づく、自治体の基本的役割をうたった地方自治法第１条「住
民福祉の増進を図ること」を明確に盛り込むべきです、市長に伺います。
　前回の基本構想の期間は10年でした。「急速な社会経済環境の変化において適切に対応し計画の実効性を
確保する必要がある」ことが理由でした。情勢がめまぐるしく変化するという状況は今後も続くと思います。
そのようななかでどうして30年先まで、議会に議決を求めて決められるのか、市長に伺います。
　今回、市民車座集会ということで市民への説明会は１回だけです。全市民に始めて知らされる総合計画素
案です。全市民向けによりきめ細かく説明会を開くべきです。30年にわたる総合計画をなぜ、１回だけの市
民説明会で済ませようとするのか、前回は各区で開催しました。今回も各区で実施すべきです、市長に伺い
ます。
　10年前の総合計画は、「低成長経済への移行や少子高齢化への急速な進行」を計画策定の趣旨にあげてい
ました。当時の予測では、人口は2015年の138.9万人をピークとし、その後減少に転換するとしていました。
しかし、人口推計そのものはこの10年間をみても実態と予測とは大きく違っていました。今回、日本全体の
「少子高齢化のさらなる進展、人口減少への転換、生産年齢人口の減少」を強調しています。川崎では、将
来人口推計をみても2030年152万人をピークに人口減少へと転換するといいますが、30年後の2045年推計で1
46万人、今年2015年が147万人ですから30年後は現在より１万人少ないだけです。若い世代の流入も多い川
崎市をなぜ日本全体の少子高齢化と一緒の構図に当てはめなければならないのか市長に伺います。
　今後の財政運営の基本的な考え方をみても、川崎市の市税収入は、人口増などによる納税者数の増加、景
気回復による所得の増加などによって堅調に推移しているとしています。昨年８月に今後10年間の収支見通
しで収支不足を1633億円～3941億円と試算していましたが、今年度予算の中長期的収支見通しでは、収支不
足を2016年度は124億円、2017年度は187億円、2018年度以降は不交付団体に移行する予定であり、さらに、
2019年度以降、収支不足は解消するとまでいっています。どこをみても財政が厳しい、という言葉はでてこ
なくなりました。なのに、市民の切実な要求を実現する施策の展開はほとんどありません。今回の総合計画
に貫かれているのは、自助・共助（互助）の強調です。
　いまでも市民は可能な限り、「自助・共助」で努力しています。「公助」については市民は相当覚悟をして
受けている、だからこそ最後のセーフティネット・生活保護の捕捉率をみても日本が諸外国に比べて一段と
低い水準になっているのではありませんか。「公助」としての自治体のナショナルミニマム保障の支えがあっ
てこその自助・共助です。市独自の福祉施策の充実こそ求められているのではないでしょうか。
　それどころか、今後の行財政改革のなかでスクラップ・スクラップアンドビルドとわずかに残された市民
サービスの削減を行い、「財源確保に向けたとり組みの推進」として、受益者負担の適正化や公平性の観点
からと使用料、手数料のさらなる負担を市民に強いようとしているのは納得いくものではありません。市長
に伺います。
　今回10年後の「成果指標」なるものが重点政策ごとにだされています。しかし、その内容は「地域包括ケ
アシステムの考え方の理解度」「わくわくプラザの登録率」「駅乗車の人員数、駅勢圏人口」「環境に配慮した
取り組みが進んでいると思う市民の割合」とか、それ自体何を意味するのか、さらに感覚的な成果指標が目
につきます。もっと、具体的に成果目標を示すべきではないでしょうか、市長に伺います。
　「計画策定にあたっての基本認識」で「将来を見据えて乗り越えなければならない課題」の１つとして「都
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市インフラの老朽化」を挙げています。そして「今後、整備費・維持管理費など中長期にわたる財政負担の
増大」を強調し、「公債費がこれまでの公共施設の整備などに活用した市債の償還のため、毎年700億円を超
える規模で推移している」ため、「財政の硬直化が一層進んでいる状況」と結論付けています。
　それなのに、現在計画されている臨港道路東扇島水江町線、羽田連絡道路をはじめ、新等々力大橋、国道
357号線と駅前拠点開発など含めれば数千億円単位に上る都市基盤整備は、投資的経費の見直しや市債発行
の抑制という視点から何も見直さないというのは、論理が矛盾しているのではないでしょうか、市長に見解
を伺います。
　そもそも、総合計画の策定は、財政収支推計を元に行うべきものではないでしょうか。今回は、新たな総
合計画などを踏まえて財政収支推計を作成するとしていますが、財政収支推計がないのに、どうして30年間
の行政運営の計画が策定できるのか。市長に伺います。
　次に基本政策について伺います。
基本政策１、生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくりの－４「誰もが安心してくらせる地域の
つながり・しくみをつくる」について
　新たな総合計画策定に向けた市民アンケート結果では、「高齢者や障がい者が生き生きと生活できる環境
が整っていると思うか」に対し、本市は20政令市中14位、「社会保障制度に基づく市の取り組みが市民の経
済的な不安の解消に役立っていると思うか」16位、「安心して医療が受けられると感じるか」は18位で，い
ずれも低い評価です。この実態を直視し、福祉の増進の施策を柱にすべきですが市長に伺います。
　基本政策を立てる方向性が地域の支え合いの仕組みづくりに特化しています。高齢者が安心して暮らし住
み続けられる川崎にするには介護が安心して受けられる基盤整備の拡充が必要であり、経済的に苦しい生活、
介護度が進んだ独居くらしの高齢者等への福祉など弱者への視点を公の責任としてしっかり盛り込むべきで
すが市長に伺います。すべての障害者の人権を全面的に保障するために、障害者権利条約の全面実施の立場
に立ち、社会的な条件を整備する公的な責任を果たすことを柱に盛り込むべきですが、市長に伺います。
基本政策２「子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり」について
　先に述べたアンケートの調査は、「子育て環境が整ったまちだと思うか」の回答は20政令市中19位，ワー
スト２位です。政策の方向性として「子育て家庭を地域社会全体で支え…地域で安心してすこやかに成長で
きる仕組みづくりを進める」としていますが、このような地域の仕組みづくりの取り組みで少子化を克服で
きると考えるのか伺います。子どもの貧困が子どもの成長発達を阻んでいます。2013年子どもの貧困対策法
が成立しましたが、自治体においても子どもの成長に応じた様々な段階で『貧困』から子どもを守り、救い
出す施策が求められています。この視点をしっかり盛り込むべきですが伺います。
政策２－１「安心して子育てできる環境を作る」について
　安心して子育てができるためには、子育て世代の実態を直視し、ニーズ調査で最も高い要望である子育て
の経済的負担の軽減・小児医療費助成制度、隠れ待機児童といわれる「入所保留児ゼロの保育事業」「私立
幼稚園保育料補助」の拡充を掲げるべきですが伺います。
政策２－２「未来を担う人材を育成する」について
　学校での豊かな学びをとおして人格の形成と成長発達を図る視点がありません。
　全国最悪水準で推移している本市の不登校児童の発生を減らしていく方策として、根底になる教育環境の
改善に傾注すべきです。教育委員会が神奈川県に提出した「平成26年度少人数学級設置者研究報告書」は、
「各学校から少人数学級の実施により、担任の指導や配慮が行き届きやすく、学習指導及び児童生徒指導の
場において、多面的にきめ細かく児童生徒が関わることができたとする報告が多くあげられた」としていま
す。ひとりひとりに行届いた教育を行なうことの出来る教育環境をしっかり整備するために少人数学級の全
学年への取組を基本構想の政策の柱に掲げるべきですが市長に伺います。全学校トイレの快適化，老朽化対
策、特別教室のエアコン設置，循環式プールの設置要望など教育環境の改善は早急に図るべきです。
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　本市は、学校施設の老朽化対策、教育環境の質的向上、環境対策を行なう再生整備と予防保全を基本とし、
長寿命化の推進による財政支出の推進による財政支出の縮減と平準化を図る為に長期保全計画を策定し、目
標耐用年数を80年に設定し、2014年度から概ね10年間で計画策定時築21年以上の学校施設の長寿命化の工事
を行おうとしています。しかし、現状でも早急な改善が必要な学校が多数存在します。子どもの教育環境の
改善を早期に進めるべきです。10年計画の前倒しを基本計画の柱に据えるべきと考えますが伺います。
基本政策４「活力と魅力溢れる力強い都市づくり」について
　基本施策４－１－３「中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成について」ですが、計画の総論の
中で、事業所数と従業員数の減少を指摘していながら、その対策が従来の枠の範囲である「知的戦略」「マッ
チング」「商談会」などの支援にとどまっており、実際、中小企業の減少をとどめることができていません。
それなのに、減少し続ける中小企業への更なる対策が必要という視点がありません。しかも、「新たな産業
の創出」「成長分野への支援」が強調されながら、臨海部の活性化については、オープンイノベーションの
拠点形成を目指すとしながら、どれだけの中小企業が活性化、高度化したかという指標がないということは、
これらの施策では、市内中小企業の活性化と高度化につながらないということを暗に認めているのではない
でしょうか、市長の見解を伺います。雇用の７割を占め、市内経済の主役である中小企業の振興を基本とす
る条例を検討している本市として、中小企業の減少に歯止めをかけ、中小企業を活性化させるためにも、中
小企業の現状の課題に対する具体的な対策を盛り込むべきです。市長の見解を伺います。
　「魅力ある都市拠点を整備する」という政策についてですが、これまでの駅前周辺の人口過密型の都市基
盤整備について、「地域の活力や賑わい、さらには大きな経済効果を生み出している」という評価し、しかも、
成果指標として「駅乗車の人員数」掲げていますが、建物の高度化による風害の問題、急速な都市化による
人口の過密化が、子育て、教育施設や医療、福祉施設の需要の急激な増大をもたらしていることについては、
まったく取り上げていません。なぜ、こうした課題を考慮しないのか市長に伺います。
　しかも、30年後の未来を考えたときに、これまでも都市型集合住宅において、高齢化が著しい事態を生ん
でいることを考慮すれば、急激な都市化と人口過密化の弊害は、極めて深刻な将来への課題をもたらすこと
が予想されているこのような都市計画は、「広域調和型まちづくり」などと評価せず見直すべきと思いますが、
市長に見解を伺います。また、「駅勢圏人口」を指標としているということは、駅郊外の過疎化と高齢化に
対して、必要な交通バリアフリーの強化など、住み慣れたところでいつまでも住み続けるということは検討
せず、先祖代々生まれ育った町、住み慣れた街を捨てて駅前拠点に住み替えるということを前提にしている
のか、市長の見解を伺います。
基本政策５、誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくりについて
　前回の基本構想は、人権の尊重と平和への貢献を、構想を貫く根本的な理念としたうえで、市民本位の自
治のまちづくりを進めることを基本方針としていました。
　こうした考えのもと、「自治と協働のしくみづくり」では、「市民がまちの主役として自ら決め、実践する」
「自ら治める」ことが自治であるとし、行政運営のあり方について「市民の信託に基づいた行政の運営」「市
民主権の尊重」「市民自治の理念の実現」「市民権利保障」などの視点が貫かれていました。
　今回の基本政策５－１「参加と協働により市民自治を推進する」では、直接の目標が「市民の支え合いを
中心としたコミュニティ形成を支援する」とされ、市民自治の内容が著しくゆがめられてしまっています。
「市民の支え合いを中心としたコミュニティ」をどのように形成していくかは市民が自主的に決めることで
あって、市民自治の問題とは関係がないものです。まして、その成果指標にあるように、「町内会・自治会
加入率」が行政運営の指標とされるなどは論外です。
　本来、住民自治、市民自治とは、国における主権者が国民であるのと同様、地方自治体の主権者は住民・
市民であり、市政運営の基本は主権者である住民・市民から付託された権限を行使するものだということを
意味します。市政運営の基本に主権者市民を位置づけるべきですが、市長に伺います。また、「参加と協働
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により」「市民自治を推進する」というなら、市の施策に対する市民の声を真摯に反映する仕組みの充実が
求められるのではないでしょうか。市長に伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問の前の意見】
都市拠点の整備について
　超高齢化社会の到来を見据えた誰もが暮らしやすいまちづくりの実現と言いますが、一方で、過剰供給の
実態も指摘されています。
　2002年から2012年の10年間で、全国の駅別に見たマンション供給数で、１位が川崎駅前、３位が武蔵小杉
という結果が不動産情報誌で報道されていました。交通利便性だけがもてはやされ、金融緩和による民間投
資に支えられ、タワーマンションが次々と乱立し、あたかも活気を呈しているように描かれていますが、し
かし、すでに過剰供給が発生しており、駅前であっても販売に苦戦しているとの住宅ジャーナリストの指摘
もあります。投資呼び込み型の都市計画は、不動産バブルが崩壊したときには、その時から維持管理が難し
くなり、住み続けることさえ困難な事態をもたらします。その上、周辺住環境には、新たな日影問題や風害
問題などが発生しており、周辺住民が実際に被害を受けています。しかも未だに、有効な対策がとられてい
ません。しかし、新しい総合計画では、そのリスクについては、何ら考慮されていません。
　このように、周辺住民に多大な被害をもたらし、新たな課題を無視して、広域調和型の都市計画として推
進し続けることは、極めて問題です。高齢化社会を迎えるからこそ、中学校区の範囲で、歩いて暮らせるよ
うなまちづくりを中心にすえた都市計画とすべきです、そのことを強く指摘しておきます。
【再質問】
　まちづくりの基本目標に、平和への貢献はもちろん、「人権尊重」を構想を貫く根本的な理念と据えるべ
きだとの主張に対し、真正面から答えませんでした。民主主義・人権尊重は市政運営の基本です。明確に記
すべきです。再度市長に伺います。
　前回の基本構想の計画策定の趣旨では、「低成長経済への移行」「少子高齢化の急速な進行」「人口減少過
程への移行」をキーワードに行財政改革が断行されました。
　今回はそれらがいずれも当てはまらず、しかもわずか半年前まで強調されていた“財政が厳しい”という
言葉を言い出せなくなり、財政収支推計を出せないままで総合計画を策定するという状況にもかかわらず、
相変わらず、少子高齢化・生産年齢人口減少をキーワードに自助・共助が強調されています。
　しかし、少子高齢化社会といいながら税収増が続いているわけですから、結局、少子高齢化であっても生
産人口は増えていくことを意味しています。
　今年2015年に年少人口が減少、５年後の2020年に超高齢社会の到来といいますが、2019年以降は収支不足
が解消する見通しです。つまり、少子高齢化はマイナス要因ではないということを自らが認めていることに
なるわけです。そうであれば、“限られた財源”を強調して、市による直接的な市民サービスを、市民の主
体的な取組みに置き換えていくように行政の役割を捉え直す必要はまったくありません。
　総合計画に「住民福祉の増進」をしっかりと明記し、少子化を克服するための子育てしやすい環境整備、
高齢者の施策充実など市民要求実現の具体化を実施計画に位置づけるべきです。市長に再度伺います。
市民車座集会について
　先ほどの答弁では、市民は納得できないと思います。
　「市民との対話や新たな方法にチャレンジしながら取組みを進めてきた」といいますが、どれだけの市民
と対話されてきたのでしょうか。「インターネットに動画を掲載し、集会の様子を見られる環境を整えると
ともに…」といわれますが、インターネット動画を見る市民がどれだけいるか、市民は車座集会という以上、
市長と対話できるものと思っています。
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　さらに現場主義を日頃から口にされている市長の政治姿勢からいっても、相反するやり方ではないですか。
　「新総合計画素案」として、市民の前に発表されるのは初めてです。なにしろ30年もの計画素案です。市
民と直接会って、より多くの意見を聞く、せめて各区で対話できる集会を開催すべきです。伺います。
【最後の意見】
　車座集会は大ホールで１回だけ、あとは市政だより特別号の発行などで済ませる、本当にこれでいいんで
すか。これが市長の市民自治の考え方というのなら、深刻だと思います。これで、市長が答弁された「市民
が主体の参加と恊働によるまちづくりを一層進める」ことができると本当にお思いでしょうか。
　市民主権の原則は【市民が市政の主権者であり、主体的な市政への参画が保障されること】をいいます。
　主権者である市民の参加と恊働の基礎原則に基づき自治運営をするというのなら、市長がしっかり市民に
説明し、市民の意見を聞くべきです。少なくても各区１回の意見交換会をやるべきことを強く求めます。あ
とは、９月・12月議会に議論をまわして質問を終わります。
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2015年第４回川崎市議会定例会代表質問（９月11日）

　はじめに、昨日来、茨城県・栃木県など記録的な豪雨により北関東を中心として大災害が発生しました。
甚大な被害に遭われた地域と被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。いま、国と地方自治体は、消
防・警察・自衛隊はもちろん、国民の総力をあげ、人命救助と被災者の救援に全力をつくすことを求めて、
以下、質問に入ります。
市長の政治姿勢について
最初に「新総合計画素案」などの市長の車座集会について
　８月23日、「新総合計画素案」「行財政改革に関する計画の考え方と取組の方向性」についての市長の車座
集会が開催されました。約900人が入れる大ホールに200人足らずの参加者でした。会場から質問を受け付け
たところ、切実な要望が出され、私たちが全員説明会で要求したように、「10年前の阿部前市長のときのよ
うに多くの会場で市民と意見交換できる場を設けてほしい。せめて各区１ヵ所は行ってほしい」との要望も
出されました。
　これに対する市長の答弁は、30人もの市民が１年間かけて討議してきた、車座集会の模様を動画で流す、
市政だよりで詳しく報告する、だから、前回より「市民参加」の機会は増えている、というものでした。
　しかし、147万市民の川崎市で30人の方の検討で十分ということはできませんし、動画では市長との応答
ができません。市政だよりも一方的に情報を伝えるものです。車座になっての集会、“対話と現場主義”と
いうなら、市民の声を直接市長が聴くことが必要ではないでしょうか。基本政策５で「まちづくりの主役は
すべての市民」とし、「参加と協働により」「市民自治を推進する」と位置づけているわけですから、市の施
策に対する市民の声を真摯に反映する第１歩は、市民とやり取りできる機会をきめ細かく開催することでは
ないですか。市長に伺います。
2014年度決算の特徴について
　福田市長初の予算となった2014年度予算の市税収入は過去最大となり、当初は減債基金からの新規借り入
れをせずに収支均衡をはかることができ、前市長が常套文句としてきた”財政が厳しい”という言葉は当て
はまらない状況となりました。ところが「行財政改革に関する計画」「新たな総合計画」策定方針では、今
後大きく市税収入が増加することは見込めないと断定。”今後とも本市財政は厳しい状況が続く”との結論
を導いていました。私たちは、事実と異なる試算に基いて次年度以降の財政の厳しさを強調するのは間違い
だと指摘してきました。
　今年７月に出された「新総合計画素案」では、「今後の収支見通し」を前提として、川崎市の市税収入は
人口増などによる納税者数の増加、景気回復による所得の増加などによって堅調に推移していると評価。20
16年度124億円、2017年度187億円の収支不足が生じるとする一方、2016年度以降は普通交付税の不交付団体
へ移行する見込みであり、2019年度以降は収支不足も解消すると予測しています。その結果、“財政が厳しい”
という言葉は出て来なくなり、私たちが指摘したとおりの結果となりました。ところが、９月１日に出され
た「平成28年度予算編成について」では、同じ「今後の収支見通し」を使いながら、異なる結論である「市
財政は当面厳しい状況が続く」という結論をまたもや導き出しています。
　2014年度の決算における市税収入は過去最高で、当初予算に照らしても約43億円も増えています。健全化
指標の数値は全て基準をクリアしています。国の基準財政収入額も91億円の増となっています。基準財政需
要額についても、人口減少等特別対策事業費は人口増が続いている川崎市としては大幅に増額された結果、
「財源不足額は47億円増」となっていますが、これは国から全額手当てされるわけですから、ことさら、収
支不足を強調するための材料とすることは許されません。
　このように、根拠のない資料を使って、使い古した“財政が厳しい”という言葉を持ち出すのはやめるべ
きです。市長に伺います。
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乳児健康診断事業の再構築について
　これまで、集団検診として行われていた３ヵ月検診を個別検診に切り替え、個別検診として行われていた
７ヵ月と10ヵ月を７ヵ月検診に統合し、３歳と４歳の検診を３歳６ヵ月の集団検診に統合するというものです。
　乳幼児健診は、産後まもない不安の多い親の気持ちに寄り添い、子どもの健全な育成に向けて、疾病・異
常や発達の遅れ等を早期に発見し、医療や療育へとつなげることなど重要な目的と役割を担っています。児
童虐待においても乳幼児が相談通告件数の半数を占める中で健診時など、保健福祉センターにおいて相談通
告が増加しています。早期発見においても、乳幼児健診は大きな役割を果たしています。また、集団検診の
未受診者については、昨年度の健診対象者全体の6.5％、2708名の未受診者への受診勧奨を行い、９割以上
の受診率を維持しています。
　再構築の内容は、このような保健衛生という自治体としての基本的責務を後退させることになるのではな
いでしょうか。予防接種の機会に合わせて、個別健診を行うとのことですが、予防接種の時期と３ヵ月健診
の時期が必ずしも一致せず、予防接種と絡めることで、かえって、健診時期を逸してしまうこともあります。
　各区保健福祉センターが実施する集団検診では、受診日が決められていること、一部地域では転入等によ
る受診者数の増加に伴う混雑や待ち時間が長いこと等の対応が求められるとしていますが、混雑するのは、
人口が増えたのに、受診場所、受診日を増やしていないからであり、それを理由に見直すのは、本末転倒で
す。乳幼児健診の本来の目的と役割に立ち返り、制度の充実強化を検討すべきですが、伺います。
小児医療費助成制度の拡充について
　宮城県、長野県、大阪府の３府県の保険医協会の調査では、学校歯科健診で「要治療」となった小学生の
半分、中学生の３分の２が歯科医療機関を受診していなかったことがわかりました。川崎市として、歯科、
眼科、耳鼻科、内科など学校健診の結果で「要治療」と診断された児童生徒に対し、その後の受診状況の追
跡調査を実施すべきと考えますが、伺います。
　心身の成長期にある子どもに受診抑制が発生すれば、将来にわたって取り返しのつかない事態になります。
どの家庭に生まれても必要な医療が受けられるようにすべきで、そのためには子どもの医療費無料化が必要
です。首都圏で主流となっている中学生までの医療費無料化を川崎市も実施すべきです。市長に伺います。
　所得制限には、所得がその時点の収入で判断されることから、生涯賃金が変わらなくても両親が比較的高
齢で出産した場合は所得制限に該当しやすいという制度的欠陥があります。所得制限なしで中学校卒業まで
無料化している群馬県知事は、議会で「将来にわたり安定的で持続可能な制度として運営していく」と答弁
しています。川崎市も安定的で持続可能な制度として、所得制限の撤廃は可能です。市長に伺います。
保育事業について
　待機児童の定義についてです。今年４月、川崎市は待機児童ゼロになったと発表しました。しかし、これ
までもずっと指摘してきたように厚生労働省の定義に基づいても、自治体の考え方次第で待機児童は減りも
するし，増えもします。この間、待機児童について政令市の考え方を調査したところ19市から回答をいただ
きました。本市が待機児童にカウントしない「主に自宅で求職活動を実施」を待機児童に含んでいる自治体
は、札幌市、仙台市、千葉市、新潟市、名古屋市、大阪市、堺市、北九州市、福岡市の９市です。「保護者
が育児休業中」を待機児童に含んでいる自治体は、札幌市、浜松市、堺市、北九州市の４市です。本市は、
一時保育で対応している児童もカウントしません。国の基本的な定義は「保護者が求職活動中の場合につい
ては待機児童に含めることとする」。「産休，育休中は待機児童に含めないことができる」と基本的には「含
める」とした考え方です。本市も待機児童に含めるべきです。伺います。
　この間、保育ニーズは急増しています。「とてもひとりだけの収入ではやってはいけない。今すぐに働き
たい」など、保育所はセーフティネットの役割を増しています。国民生活基礎調査などあらゆる指標から子
どものいる若い世帯の貧困の実態が深刻さを増すなか、ますます保育ニーズは増加すると考えます。今後の
保育ニーズはどのように増えると考えるか、伺います。
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　本市も、認可保育所の申請は年々増加し、本年４月の入所申請は就学前児童の31.03％に達し、入所申請
して入所できなかった入所保留児は2231人にのぼります。
　子ども子育て新制度は「川崎市子ども子育て支援事業計画」で量の見込みに対し、確保方策を示すことに
なっています。2013年度の「保育に関する需要見込み量調査」によると、見込み量はゼロ歳児66.3％、１歳
児41.1％、２歳児33.8％、ゼロ歳から５歳までの合計は40.8％で保育所のニーズは急増していることがわか
ります。事業計画では、認定こども園と保育所の２号認定、３号認定の量の見込みを２万8,869人に対し、
確保方策を２万4014人としていますが、2015年４月に実際に確保された整備は２万2,505人です。残る1,509
人の確保対策を具体的に示すべきです。伺います。
　本市の「子ども子育て支援事業計画」のなかの保育事業において、保育士の確保すべき人数の見込みを伺
います。保育士の人材確保対策として国の「宿舎借り上げ支援事業」を活用して、2016年度に実施するとし
ています。事業内容、保育士の確保を何人とするのか、伺います。
　「新たな公立保育所」の体制について、この間、担う役割が非常に増える中で当該保育所の人員増なしで
行われてきましたが、早急に人員増をすべきです。伺います。
教育環境の整備について
　国の経済財政諮問会議や財政制度等審議会において、教職員定数を計画的に合理化すべきとの主張がなさ
れたことに対し、この６月、全国連合小学校校長会長名に続き、日本ＰＴＡ全国協議会も緊急要望書をだし、
川崎市議会議長宛てにも川崎市ＰＴＡ連絡協議会との連名で緊急要望書が提出されたことと思います。
　ここでは「進行する教育改革への対応、いじめ、不登校問題をはじめとする子どもたちの健全育成への取
り組みなど教育課題は山積している」「合理化計画を策定し、教職員定数を削減すれば、少人数教育や特別
な支援が必要な子どもたちへの対応等の取り組みができなくなり、教育環境が悪化することは明らかです」
としています。
　この合理化計画に対して、文科省は調査資料を作成し、反論しています。「指導体制と教育効果の関係に
ついて」では、「不利な家庭環境に置かれた児童生徒が数多く在籍する学校においては、学習集団が小さい
ほど正答率が高くなる傾向」「学習集団が小さいほど子どもたちの自己肯定感が高くなる傾向と、学習集団
が小さいほど、児童生徒の授業中の私語が少なく、落ち着きが高い傾向。授業中の私語が少なく落ち着いて
いる学校ほど、学力が高い傾向」などと、学習集団を小さくすることの優位性をあらゆる角度から論じてい
ます。学習面の改善、不登校、いじめをなくしていくためにも、有効な手立ては１クラスの児童生徒数を少
人数にしていくことが大切だと明確に述べています。「中学生死亡事件に係る庁内対策会議報告書」のなか
でも、川崎市の不登校児童生徒の出現率が2014年度、小学校238人で前年度の210人から約13％増加している
こと。中学校では1048人で、前年度の1010人から約3.7％増加していて、全国平均に比べて大きく上回って
いるという現実があり、１人ひとりの状況に応じた「社会的自立へ向けた支援」及び「登校できない期間が
長期に及ぶことを未然に防ぐ取組み」を推進していくことが喫緊の課題になっている」と記しています。
　不登校児童・生徒問題を真正面からとらえ、減らしていく、そのためにも、川崎では少人数学級を拡大し
ていくことこそ必要ではないでしょうか。伺います。
　多くの心ある市民は今回の事件に心を痛め、決してこのような事件を再び起こしてはならないと思ってい
ます。ある専門委員は「再発防止は市民とともに」として、提言されていますが、市民にもわかりやすい形
で、市民とともに再発防止へと取組みをということになれば、専門委員からの提言が出された今こそ、市民
の総論議で再発を防止する、この取組みこそ必要と思いますが、見解を伺います。
中学校給食について
　南部と北部の学校給食センター整備等事業については、最終的には東洋食品グループと事業契約を締結し
ました。代表企業の株式会社東洋食品は、学校給食でも、全国展開し、１万食以上の学校給食も委託を受け
て実施されていると聞きます。私たちは、2014年５月７日、東洋食品が受注している千葉市新港学校給食セ
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ンターを視察してきました。１万食まで提供できるとのことで、当時は9300食をつくって18中学校を受け持っ
ていました。これだけの食数では、食材をそろえるのは大変難しいとのことで、２献立方式で作っていまし
た。特に主菜になるのは揚げ物などほとんどが冷凍食品になるとの話でした。一度に大量に揚げ物を調理で
きる巨大なフライヤーもありました。川崎でも同じような食材になるのではないかという懸念があります、
伺います。
　東洋食品が評価された項目の中に、「食育の活動や教育展開において具体的な提案があった」とあります。
新港学校給食センターでは、栄養士は４名配置されているだけで、年に１回、各学校に出向くものの、10分
間食育に関する話をするだけで、後は学校に任せているとのことでした。南部と北部の給食センターでは、
それぞれ、栄養士は何名配置され、どのような食育指導を行うのか、伺います。
教育施設をめぐる入札に関連して
　学校内に整備される防災備蓄倉庫ですが、2013年度から３ヵ年計画で整備が進められてきましたが、昨年
度49ヵ所整備予定が、25ヵ所について不調に終わりました。資材の高騰、人材不足、それに川崎市の設計単
価が低かったことなどが原因と言われていますが、今年度は計画最終年でもあり、昨年度未整備の箇所を含
めてすべて整備できる、ということでしたが、昨年不調だった原因は改善されたのか、伺います。
　中学校給食実施が具体化しようとしています。センター方式の実施に欠かせない配膳室の整備ですが、こ
こも工事発注で不調がでていると聞きます。今年度は改善されるのか、具体的にお答えください。
　学校の長期保全計画がいよいよ来年から始まり、今年度は設計、来年度から計画的に工事がすすめられま
す。長期保全計画といっても、進め方のパターンはいくつかあるようですが、工事ができるのは夏休みだけ
になり、工期が３、４年にわたると聞きました。これらの仕事は地元事業者への発注になると思いますが、
オフシーズンの職人さんの処遇はどうなるのか、このままの発注のやり方では保全計画もすすみません。か
なり改善が必要と思いますが、伺います。
障がい者施策について
　障害者差別解消法が2016年４月から施行されます。「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられる
ことなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現」をめざして制定されたこの法律によ
り、国や地方自治体、企業は差別をしてはならないだけでなく、合理的配慮を行うことが義務付けられます。
2015年２月には国が「基本方針」を決定し、地方自治体の具体的な対応策も示されました。その中で「障害
者にとって身近な地域において、条例の制定も含めた障害者差別を解消する取り組みの推進が望まれる」と
しています。さいたま市は、2011年に「ノーマライゼーション条例」を制定し、合理的配慮の定義のほか、
個別の教育や労働等の分野において合理的配慮を行わないことも差別としており、差別に係る事項を調査審
議する「障害者の権利の擁護に関する委員会」をおいています。本市でも当事者や関係者の意見をよく聞き、
条例を制定すべきと思いますが伺います。「基本方針」は、行政機関ごとに差別の具体的内容等を示す「対
応要領」を制定するよう求めています。本市の対応を伺います。
入所施設について
　南部への新たな入所施設について、「福祉センター跡地活用施設において併設の可能性について検討を進
めている」とのことでしたが、その後の進捗状況を伺います。
　柿生学園、授産学園の改築について、2013年12月議会でのわが党の質問に対し、健康福祉局長は「早急に
検討する」と答弁されていましたが、検討状況を伺います。これらの入所施設の整備にあたり、要望の強い
ショートステイの増床を図るべきと求めてきましたが、検討状況を伺います。
低所得１、２の方への医療費補助について
　障がい者自立支援医療では、低所得１、２の方への市独自の補助がないため、市民税非課税世帯で本人収
入が80万円以下の低所得１の方の国の利用負担上限額は月2500円、市民税非課税世帯で本人収入が80万円を
超える低所得２の方の場合は月5000円です。障がい者の方が日常生活を送るのに医療はきっても切れない関
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係にあり、負担軽減のため他都市では独自の補助を行っています。京都市は市民税非課税世帯で本人収入が
80万円以下、または障害基礎年金受給のみ、障害基礎年金と特別障害者手当のみの受給者は医療費負担はあ
りません。神戸市でも軽減措置がとられています。2014年度決算では、本市の低所得１、２の方約5500人が
負担した医療費は約１億300万円でした。川崎市として市独自の補助を行い、無料にすべきです。伺います。
介護福祉施設入所者の補足給付の見直しについて
　医療・介護総合法が2015年４月から施行され、2000年の制度発足以来制度全般にわたって前例のない改悪
がいくつも盛り込まれ、８月から、「特定入所者介護（予防）サービス費の見直し」、いわゆる介護福祉施設
入所者の住民税非課税者の食事費、居住費の補足給付の支給要件が見直され、・世帯分離しても戸籍上夫婦
であれば配偶者が住民税課税の場合は対象としない。・低所得者でも預貯金等が一定額（単身1000万円、夫
婦2000万円）を超えれば対象としないという厳しい内容となっています。
　対象は在宅生活を続けながらショートステイを利用する方も含まれます。補足給付が打ち切られれば食費、
部屋代が一挙に全額自己負担になり、施設からの退所や、ショートステイの利用を控えざるを得ない方がう
まれる危惧があります。８月において本市の補足給付の対象外になった人は何人で、従前の給付者の何割な
のか伺います。
　補足給付の見直しに当たって、資力調査として通帳等の写しと金融機関の調査のための同意書添付とされ、
単身高齢者、認知症の方には施設職員など代行者が申請するとされています。「情報の漏洩が心配」「高齢者
を狙っての詐欺も起こりえる」「個人情報保護条例に基づく『知りえた内容をほかに使うことはない』とい
う１文が入ってない文書は違反ではないか」、認知症の代行者の方は「一緒に通帳を探せなんて無理」など
異常な厳しさだとの批判が出ています。生活保護と異なり介護保険法に基づく事務は自治事務ですから、こ
のような資料提出を強制すべきではありません。伺います。
中小企業支援策について
　2014年経済センサスの速報値によれば、民間事業所数は、２年前と比べ439事業所、1.1％増となっていま
すが、製造業は319事業所の減、建設業も300事業所の減となり、従業者規模別では、事業所が減少している
のは、１名～９名の事業所のみで、とりわけ、１名～４名の事業所が436事業所の減と減少した事業所の９
割を占めています。ものづくりや地域経済を支えてきた分野で今なお、厳しい状況であること、とりわけ小
規模企業が困難に直面していることが示されました。
　「小規模企業振興基本法」は、従業員５名以下の小規模企業の「成長・発展」のみならず、生業としての「事
業の継続的発展」を位置づけました。今月中旬からパブリックコメントが始まる「（仮称）川崎市中小企業
活性化のための成長戦略に関する条例」もこの点が位置づけられなければなりません。しかし、概要を見る
限り、そのタイトルにも前文にも「基本法」で位置づけられた小規模企業者の「事業の継続的発展」の文言
はありません。条例の提案に当たっては、小規模企業者の生業としての「事業の継続的発展」を条例の主旨
や目的に明記すべきです。伺います。
　今後、施策の具体化を行う場合、市内中小企業の実態の把握は、地域の特徴を明らかにする上でも、地域
産業振興の大前提です。札幌市では、市の責務として「市は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、
中小企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない」と実態把握を条例の中に明記しています。
本市も、実態把握を市の責務として位置づけるべきです。伺います。施策の検討と検証にあたって、６月議
会では「条例制定後の審議会等の活用方法を検討する」との答弁でしたが、個別事業の検証に当たっては、
製造業・建設業など分野ごとの検証の場が必要と思いますが、分野ごとの検証の場を設けるのか、伺います。
川崎プレミアム商品券について
　発行総額33億円を活用した川崎プレミアム商品券事業が始まりました。私たちは、商店のみなさんから要
望を伺いました。商店者からは「大型店に流れてしまうのでは」「自分のところには来そうもない」など不
安の声が寄せられました。この事業の目的は地域内経済の好循環を創出し、市内中小商業者の商品などの販
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売を促進することを目的にしています。この目的を達成するためには、今後実施されていく中でも取扱店を
増やすよう市内商店全店舗に事業内容をさらに周知徹底すべきです。伺います。
　消費者としても身近に買い物ができる参加店が増えたほうが買い物をしやすくなります。６月議会でも質
問し、副市長にも申し入れしましたが、取り扱い参加店として、ためらう大きな理由が「換金期間が長すぎる」
ということです。大分市では換金期間の短縮を実現しています。商工会議所が窓口になり、取扱店に寄せら
れた商品券を小切手にし、取扱店が翌日でも現金化できる「小切手振り出しシステム」を事業開始後に追加し、
事業者に喜ばれています。換金システム自体を変更しなくても、実施主体の取り組み次第で換金期間の短縮
を実現しています。川崎市でも大分市のような換金期間の短縮ができる追加措置をすべきです。伺います。
　今後、商店街からの聞き取りや、換金申請状況をリアルタイムで把握し、地元商店に商品券が使われている
かを確認して支援につなげることが重要だと考えます。商品券の利用状況を把握しその流れをしっかりとつか
み、その状況に応じて対策を立て、地元商店街活性化への支援につなげるべきですが、伺います。
正規雇用労働者の雇用を拡大する対策について
　2014年度キャリアサポートかわさきの雇用状況は、就職決定者465名中、正規雇用が144名30％、非正規雇
用が321名70％であり、2007年６月に開設した年度の正規雇用の決定率64％に比べ、年々正規雇用の決定率
が減少していると６月議会で指摘しました。大阪茨木市は、正規雇用を増やすため、リーマンショック後の
2009年度から市独自で正規雇用促進奨励金制度を実施しています。失業中の市民や非正規労働者を市内事業
所において、正規労働者として雇用する市内の中小企業事業主に奨励金として一人当たり30万円を交付する
というもので、事業主や労働者から喜ばれているとのことです。本市も、キャリアサポートかわさきにおい
て求人開拓をした企業に対してマッチングが成立できる条件を広げるために、茨木市のような奨励金制度を
創設し、年代の枠を取り外して市独自に正規雇用の拡大をはかるべきです。伺います。
　あわせて、求人開拓件数が最高時だった2012年度7226件まで引き上げられるように、削減した求人開拓員
を市独自で増やすべきです。伺います。
日鉄住金鋼管川崎製造所の火災について
　８月24日川崎区浮島町の日鉄住金鋼管川崎製造所で火災事故が発生、床面積約１万平方㍍の倉庫一棟を全
焼しました。同製造所は今年11月末に閉鎖する予定で、６月には操業を休止して同工場の解体工事中に起き
たもので、日鉄住金鋼管の委託を受けた作業員５人が倉庫近くにある屋外冷却装置をガスバーナーで焼き切
る作業中に可燃性の物質に引火したと報じられています。原因等については調査中とのことですが、これま
での調査の中でも、消防法等に基づく必要な届出については、事前に行われていたということです。しかし、
解体工事については法的に義務がなく、届出はされていないということです。今回の火災事故を受けて、万
が一火災が発生すると重大な被害を発生する恐れのある石油コンビナート地域において、ガスバーナーを使
用しての解体工事は、事前に届け出るなどの規則や要綱の改正が必要と思いますが、伺います。
　その際に、近隣企業に対して、火気を使用しての解体工事について、事前に周知するなど、検討できない
か伺います。
　今回の火災現場は原子力施設に近接しており、文科省の資料では、東芝の実験炉に200リットルドラム缶で
116本の放射性固体廃棄物が保管されていることになっています。仮に、爆発的な火災になっていたら、放射
性物質が爆風等によって周囲に飛散していた可能性があります。原子力関連施設に対して、外部からの火災
の延焼や爆風に対して、放射性廃棄物の飛散を防止する対策がとられているのか、伺います。
羽田空港機能強化に関連する新飛行ルート案について
　浮島町の日鉄住金鋼管川崎事業所の火災現場のすぐ横を通るルートとして想定されている、南風時のＢ滑
走路を川崎方面に向けて飛行するルートを含む新ルート案について、７月下旬から８月上旬に掛けて、ミュー
ザかわさきと大師支所において、オープンハウス型の説明会が行われました。現在、参加人数と出された意
見について国が集約中とのことですが、新ルート案について飛行ルート上の住民の中には、計画すら知らな
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い住民が多数おります。川崎区内での説明会を独自に検討すべきと思いますが、見解を伺います。
小田栄新駅について
　新駅が設置される小田踏切は４本の道路がエックス状に交差する特殊な踏切であり、人と自転車、車が交差
して非常に危険な状態が続いています。そこに、上下線の駅ホームが、踏切を斜めに跨いで設置する計画とな
るとのことです。地元説明会において、踏切事故が起きないか安全性に対する危険性を指摘する声が相次ぎ
ました。また、町内会役員や近隣住民からも安全性に対する疑問が出されています。なぜ、このような形状に
したのか、見解を伺います。事故は、一度起きたら取り返しがつきません。安全性を十分に配慮した形状にす
べきですが、見解を伺います。また、車椅子の利用が想定され、スロープが設置される計画ですが、無人駅
ということでワンマン運転の浜川崎線において、安全に車椅子での乗り降りが可能なのか、見解を伺います。
羽田連絡道路について
　日本野鳥の会のホームページには、「多摩川河口干潟は環境省の『日本の重要湿地500』及び『モニタリン
グサイト1000事業シギ・チドリ類調査地』に指定され、鳥類では環境省基準14種、神奈川県基準37　種のレッ
ドデータブック掲載種が記録されています。国土交通省により策定された多摩川水系整備計画でも『生態系
保持空間』に位置づけられ、国際的な鳥類保護組織のバードライフ・インターナショナル　が選定した重要
野鳥生息地には東京湾奥部として指定されている」と紹介されています。この貴重な多摩川河口干潟の重要
性について、川崎市としての認識を伺います。近隣の小学校では毎年、自然体験学習に訪れており、子ども
たちの環境学習にとってかけがえのない存在になっています。この貴重な多摩川河口干潟の重要性について、
教育長にもその認識を伺います。野鳥の会の皆さんは、「河口から約５Km　の間にすでに３本の道路があり、
貴重な干潟の自然環境を破壊してまで連絡道路を作る必要があるのか、大いに疑問です」と指摘されていま
すが、市民生活にとっての必要性もまともに説明することが出来ず、その上、貴重な干潟を壊してまで、つ
くる必要性についてどのように説明できるのでしょうか、市長の見解を伺います。
臨港道路東扇島水江町線の整備について
　先日、国土交通省は首都直下地震の発生に備え、緊急時の輸送路確保策として、多摩川も含め、首都圏を
流れる４河川と河川敷の道路を活用すると発表しました。その理由として、同省が巨大過密都市を襲う大規
模災害に対する課題として、首都直下地震で最も警戒するのが、放置車両や沿道建物から道路へのガレキの
散乱、電柱の倒壊、道路施設の損傷などで深刻な道路交通麻痺が発生し、救命・救助活動、物資輸送等に著
しい支障が生じる可能性があるということです。東扇島から水江町への橋を整備しても、その先の産業道路
や内陸側の一般道は遮断される可能性があります。緊急時の輸送路という理由も成り立ちません。
　これまでも整備する理由については、コンテナ輸送路の整備、東扇島の就労者の避難経路、津波襲来時に
避難可能な高台、海底トンネルの渋滞解消などなど、市長や港湾局が持ち出してきた理由はすべて矛盾と破
たんが明らかになり、最近では「本市の持続的な成長に不可欠」「交通ネットワークの充実」「力強い産業都
市づくりを支えるインフラ整備」などと、今ここに橋を架ける理由に結びつかない抽象論しか言えなくなり
ました。まさに「建設のための建設」が、この事業の本質です。
　先日の市民車座集会で、市民からの「気軽に集える場所を整備してほしい」という意見に対して市長は「イ
ンフラの更新のグラフで示した通り、これから10年経つと公共の建物は築30年以上が７割を超える。新たな
公共の建築物をバンバン建てていくことは考えられない状況です」と説明しました。それならば、特に市民
生活に必要ない臨港道路東扇島水江町線や羽田連絡道路など、不要不急の公共建築物である巨大な橋を次々
建設していくことも考えられないことです。車座集会でのインフラ整備の発言と、臨海部でこれらの橋を新
たに建設することの矛盾について、市長に伺います。
川崎港コンテナターミナルのガントリークレーンの稼働状況について
　昨年４月から３基体制になって以降の号機別の稼働状況について、集計結果が明らかになりました。昨年
４月から今年７月末までの16ヵ月・延べ487日のうち、１号機が稼働した日数は延べ256日、２号機が稼働し
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た日数は延べ343日。これに対して、「新たに造る必要はない」との批判の中で整備された３号機が稼働した
日数は延べ58日だけでした。平均すると１週間に１回も使われていないということです。
　もともと、ダブルトロリー方式の１・２号機よりも、シングルトロリー半自動方式の３号機のほうが使い
やすいとの説明でした。古い１・２号機よりも、９億円もかけて整備された最新型の３号機がなぜこの程度
しか使われていないのか、その理由と、現状についての見解を伺います。
議案第123号川崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する条例の制定に
ついて
　いわゆるマイナンバー制度は、今年10月から国民へ番号通知が行われ、来年１月開始予定ですが、日本年
金機構の情報漏洩事件もあり、国民、地方自治体、中小企業など広い層から、不安や疑問の声が出ています。
　マイナンバーの適用範囲は、年金、社会保障、税、災害など３分野、98行政事務となっていましたが、政
府は「利用範囲を法律に限定する」としながら、貯金口座や健康診断情報など民間機関が扱う情報まで広げ
る法案を今国会で成立させました。
　今回の番号法に基づく本条例の制定については、３点あげられています。
　まず、同一機関内で特定個人情報の授受を行うことを可能としています。これは庁内連携ですが、どのよ
うなものがあるのか、漏洩対策はどう考えているのか伺います。
　次に、同一地方公共団体内の他機関への特定個人情報の提供も可能とする内容が提案されています。他機
関とはどの範囲まで想定されるのか、その必要性について伺います。ここでの漏洩対策についても伺います。
　さらに、番号別表第一に掲げられていない事務において個人番号を利用する場合という独自利用、いわゆ
る利用範囲の拡大も図られています。一元管理する情報が桁違いに広がれば、犯罪の危険性が増大すること
が予測されます。不正利用などの危険を回避するためには、個人番号カードに、紐付けできるものは、でき
るだけ限定すべきと思いますが、川崎市としてどこまでの拡大を検討しているのか、伺います。
　この制度は、その導入や維持に莫大な経費と負担がかかります。国の導入経費は、基幹システム、地方税シ
ステム、カード発行、広告など3400億円、さらに維持費はその10％～15％もかかるといわれています。導入経
費としていくらかかるのか、国の補助金申請はいくらか、市の持ち出し分は最大いくらになるのか、伺います。
　以上で質問を終わります。

【意見要望】
介護福祉施設入所者の補足給付の見直しについて
　預貯金の資料提出について、「法令で定められたものであり、添付のご協力をお願いしている」との答弁
でした。介護保険法施行規則によると、「ただし、市町村は公簿等によって確認できるときは、当該書類を
省略させることができる」としています。自治体が保険者であることから、通帳のコピー、同意書の提出を
強制すべきではないことを強く求めておきます。
【再質問】
2014年度決算の特徴等について
　市長は、2019年度以降の収支不足解消の見通しを認めながら、直近の３年間の財政状況は厳しいと強弁し
ました。その認識についてです。2014年度予算では、地方交付税額が見込みの169億円が102億円となり67億
円下回ったとし、決算が赤字になりかねないとして予算執行の１％抑制を行いました。
　私たちは、「交付額が102億円になったのは財政状況の好転を意味し、169億円から102億円を引いた67億円
を収支不足のように描くのは間違いだ」と指摘しました。
　2014年度決算は、2012年2013年に続き、基礎的財政収支も、形式収支・実質収支・実質単年度収支とも黒
字となっています。何より、市税収入が当初予算に比して約43億円もの増となっています。収支不足どころ
か、１％抑制が必要なかったのではないかとも考えられます。にもかかわらず、相も変わらず、「臨時財政
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対策債が大幅に減少した」から、減債基金から32億円の借入れをおこなったと理由づけています。こうした
根拠のない理由を持ち出すのはやめるべきです。市長に伺います。
　2015年度の地方交付税についても、前年度に比べて「普通交付税及び臨時財政対策債が159億円の減とな
り」、「194億円の収支不足が見込まれる」としていました。普通交付税1.6億円、臨時財政対策債8.4億円計1
0億円しか見込めず、2014年より159億円減少することを理由とするものでした。
　しかし、交付税は基準財政需要額と収入額の差を国が補填するものですから、それが10億円しか見込めな
いのは財政状況のさらなる好転を意味しており、それをあたかも、本来あるべき収入が減額されたように描
き、2014年度当初予算の169億円から10億円を引いた額を2015年度の減額とすべきではないと厳しく批判し
てきました。昨年の決算議会のやり取りでは、減債基金残高は2013年度末で1681億円、毎年の400億円の積
立てを仮に３年間しなかったとしても、実質公債費比率は11.8％、市債発行に許可が必要な18％には相当余
裕があることがわかりました。今年７月に2015年度の普通交付税額が54億円と決定し、臨時財政対策債の額
が当初予定の８億円から49億円に増額されました。ところが、今回の補正予算では、この額をそっくり減債
基金に繰り入れています。2014年度末の減債基金残高は約1823億円にのぼっています。「臨時財政対策債が
大幅に減少した」ことを理由に財政の厳しさを強調することも問題ですが、臨時財政対策債が増額されたの
なら、これを市民の要求実現に使うべきではありませんか。市長に伺います。
中学生死亡事件について
　答弁では、子ども本部長から「部局横断的な連絡調整機能を活用して個別の実行計画を策定するなど、再
発防止に努めてまいりたい」ということでした。そのようなかたちでの再発防止で本当にいいのでしょうか。
　専門委員からの提言で、専門委員の１人は、「再発防止について大切なポイントは「事件」を風化させな
いことである。市民レベルでの子どもへの高い関心や意識の継続を願っている」また、ある委員は「今回の
報告書で川崎市は、従来からある制度や関係者の連携を強化することで、事件の再発を防止できると考えて
いるようである。けれども、具体的に何が異なるかについては、残念ながら、殆ど見えてこない。会議に参
加しても、川崎市が今回の事件の原因がどこにあると考えているのかが私には最後までわからなかった」と
の発言もされています。今回の事件の後にも、同じ年齢の子どもたちをめぐる事件が多発しています。多く
の市民が川崎は本当に大丈夫か、また起きてしまうのではないか、という不安を抱いています。事件に関わ
る庁内報告書についても専門委員からの提言についても、多くの市民は知りません。いまこそ、市民の総論
議で再発防止に取り組む、開かれた議論こそ必要ではないでしょうか。伺います。
羽田連絡道路について
　環境に関する調査を行うとしていますが、環境影響調査の対象外という中で、どのような調査ができるの
でしょうか。伺います。しかも、その結果について計画に反映させる義務はありません。野鳥の特性として、
橋の下をくぐるルートは避ける習性があり、橋を架けることによって野鳥が来なくなるという指摘もありま
す。だとしたら、どうやって自然環境に配慮できるのか、その根拠について明確にお答えください。
不登校対策と少人数学級について
　中学校の校長先生に伺いましたが、担任の先生が不登校の児童生徒の家庭訪問をすると、子どもだけでな
く保護者も疲れ、親子共々憔悴しているケースが多いとのことです。家庭との連携も簡単ではありません。
先生方は不登校の児童生徒がいれば、電話や家庭訪問などの対応に努力され、部活動の指導や教材研究、事
務処理などをこなして夜８時過ぎから家庭訪問に出かける先生もいます。多忙の中、不登校への早期の対応
や未然防止、一人ひとりの子どもを手厚くみるには、１クラスの子どもの数が多すぎる問題があります。す
でに13政令市が、県や市の独自の予算・取り組みで小学３年生以上、特に「中１ギャップ」対策として中学
校などで35人以下学級を実施しています。不登校の出現率が、中学校全体で政令市ワースト３位、中学２、
３年生ではワースト１位の川崎市が、国の制度と予算措置の枠内にとどまり、少人数学級が小学２年生まで
というのは、多くの教職員・父母として納得できないことです。
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　教職員定数の改善を国に強く要望するだけなく、２年後の財源移管を前にして、市独自で今から小学３年生
以上、特に中学校でも１年生から段階的にでも少人数学級を導入する検討に入るべきです。教育長に伺います。
保育事業について
　新制度の下、保育を必要とする認定を受けながら、希望する保育所に入所できないことがないよう、認可
保育所の整備が必要です。
　保育所の新設には、施設整備の国庫補助を活用することが重要です。新制度の事業計画とは別に、本市の
保育所等の整備計画が必要ですが、事業計画期間中の認可保育所の新設による定員枠の拡大数を年度別に伺
います。園庭のある保育所の整備をこれまで求めてきましたが、計画に位置づけるべきと考えますが伺いま
す。新たな公立保育所の体制について「業務内容を踏まえ、職員配置を含めた組織・機能の充実に向けて関
係局と協議してまいります」とのことですが、方向性と具体策について伺います。
（仮称）中小企業活性化のための成長戦略に関する条例について
　条例の目的等に、小規模企業の「事業の持続的発展」を明記すべきとの質問に、「小規模企業者の事情を
考慮することを検討していく」という答弁にとどまっています。　
　従業員19名以下の小規模企業数は全事業所の86.7％を占めます。そのうち、61％は１名～４名の企業です。
経済産業省の「小規模企業振興基本計画」では、小規模企業が仕事の減少や後継者不足などで「現在の事業
を維持するだけでも大変な努力が必要となっている」として、「事業の持続的発展を中小企業の振興の基本
原則と位置づけた」とされています。「事情を考慮する」程度の位置づけでは不十分です。条例に「小規模
企業・事業者の事業継続」を目指すものだと明記すべきです。伺います。
正規雇用労働者の雇用を拡大する対策について
　答弁では、ことさら正規雇用の拡大をはかったかのように述べました。非正規雇用の方が割合・実数とも
はるかに上回っていると指摘しているのです。雇用形態は就業先が決まりさえすれば非正規雇用でもいいと
いうものではありません。キャリアサポートかわさきの企画提案実施要領には「できる限り正社員での就職
実績の向上に努めること」としているように、少なくとも非正規雇用より正規雇用が上回る対策をはかるべ
きです。その具体化として、市独自での奨励金制度の創設や求人開拓員を増やすべきです。再度伺います。
障がい者施策について
　障がい者差別解消法施行にともなう「合理的配慮」についてです。全庁横断的な会議を設置し、「対応要領」
を策定するとのことですが、「対応要領」の基本的な考え方を伺います。全庁横断的な会議の設置とありま
すが、参加する局と役職についての考えを伺います。個々の取り組みの強化を図るとしていますが具体的に
はどのように考えているのか見解と対応を伺います。
羽田空港機能強化に伴う新飛行ルート案について
　飛行経路にあたる住民に対する意見聴取の機会として、今後更に設けるとの答弁ですが、特に殿町から田
町、塩浜にかけての地域の住民については重点的に意見を聞くべきと思いますが、具体的に、いつごろ、ど
の地域で行われるのか、伺います。
ガントリークレーン３号機の稼働状況について
　「岸壁のいずれかの端にコンテナ船を係留させる」ことから「両端に位置している１・２号機の利用頻度
が高くなっている」とのことです。そのことは３号機を増設する前から分かっていたことで、そもそも必要
性が問われます。「突発的な故障等で使用できなくなったときは、１・２号機の間に設置した３号機を使用
する」との答弁でした。昨年４月からの16ヵ月間で、突発的な故障等で１・２号機が使用できなくなって３
号機を使用した日数について、伺います。
【再々質問】
羽田連絡道路について
　調査の方法は、環境アセスの方法に沿って、環境保護団体などの意見も聞いて、細かく調査すると言うこ
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とですが、一度手をつけてしまったら、元通りにはなりません。調査の結果で、改めて貴重な干潟と確認さ
れたときに、連絡道路を整備しないという選択肢以外に、どういう方法で環境を保全することができるのか、
伺います。生態系を壊すのは承知で、それでも推進するという考えなのか、市長の見解を伺います。
中学生死亡事件について
　1980年代、子どもたちを取り巻く暴力の嵐が吹き荒れる中で、川崎市にも金属バット両親撲殺事件や野宿生
活者殺人事件等が起きました。これを受けて「川崎の教育を考える市民会議」が開催され、「子どもたちのた
めに私たちは何をしたらいいのか」をテーマに、２年間にわたり全市242箇所で、総計４万人が集い、6,500件
の意見を集約する市民討議が展開されました。この具体的提言のひとつに「地域教育会議の創設」がありました。
　今回の事件は、このときと同様ぐらい、事件の背景の複雑さと多くの市民に与えた衝撃の大きさを考える
とさらに、市民で議論する問題ではないでしょうか。
　庁内検討会議の報告書が出て、専門委員からもかなりきびしい提言がでているいまこそ、関係機関、関係
団体の方々だけでなく、市民が議論しあう、そのことこそ部局横断的な連絡調整機能を活用した個別の実行
計画にも厚みを加え、市民とともに、再発防止の１歩になると思いますが、伺います。

2015年第４回川崎市議会決算審査特別委員会総括質疑（10月６日）

最初に、2014年度決算の財政状況と減債基金について
　2014年度の決算における市税収入は過去最高で、当初予算に照らしても約43億円も増えています。健全化
指標の数値は全て基準をクリアしています。2014年度予算議会での説明でも、市税収入は過去最大となり、
当初予算では減債基金からの新規借り入れをせずに収支均衡をはかることができたと説明。前市長が常套文
句としてきた“財政が厳しい”という言葉は当てはまらない状況となりました。
　ところが「行財政改革に関する計画」「新たな総合計画」策定方針では、今後大きく市税収入が増加する
ことは見込めないと断定。”今後とも本市財政は厳しい状況が続く”との結論を導いていました。私たちは、
事実と異なる試算に基づいて次年度以降の財政の厳しさを強調するのは間違いだと指摘してきました。
　「新総合計画素案」では「今後の収支見通し」を前提として、市の市税収入は人口増などによる納税者数
の増加、景気回復による所得の増加などによって堅調に推移していると評価。2016年度124億円2017年度187
億円2018年度28億円の収支不足が生じるとする一方、来年2016年度以降は普通交付税の不交付団体へ移行す
る見込みであり、2019年度以降は収支不足も解消すると予測しています。その結果、“財政が厳しい”とい
う言葉は出て来なくなり、私たちが指摘したとおりの結果となりました。
　ところが、「一般会計・特別会計決算見込の概要」では、「引き続き厳しい財政状況」と大きく見出しをつ
けながら、これを裏付ける内容についての説明はありません。
　しかし、歳入では、個人市民税が納税者増などで19億7900万円増、固定資産税も家屋の新増築の増加で29
億900万円の増など、市民税は２年連続の増収で過去最高額となっています。歳出についても、扶助費が引
き続き増大と強調していますが、増額分のひとつである子育て世帯給付金、臨時福祉給付金などは国からの
給付金でまかなわれるもので、ことさら強調する理由がありません。
　「新総合計画素案」でも、「少子高齢化のさらなる進展に伴い、引き続き社会保障関連経費の増加等が見込
まれる」から、「計画的に財政運営を行っていく必要がある」とされていましたが、この間毎年人口が約１
万人増え、今後15年間も人口増が続く見通しです。そのため、「素案」でも、「日本全体の」少子高齢化状況
を根拠に挙げざるをえなかったものです。
　そもそも、2016年度124億円、2017年度187億円、2018年度28億円の収支不足の見込み自体、その試算の検
証が必要です。2015年度の収支不足見込み額について、2014年２月の「川崎市行財政運営プログラム」（案）
では44億円でした。ところが、2014年８月の「中長期の収支推計」では194億円となり、その半年後の「201
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5年度予算案について」では54億円とされています。わずか半年ごとに140億円～150億円もの推計の誤差が
生じた理由について何の説明もなく、また新たに2016年度124億円、2017年度187億円、2018年28億円の収支
不足が生じるといわれても説得力はありません。また、「中長期推計」では、2015年以降毎年200億円もの収
支不足が生じ、今後10年間で1633億円～3941億円と試算していましたが、今回の決算資料と2015年度予算資
料によれば、４年後の2019年以降は収支不足が解消するとされています。この点でも、2016年～2018年の収
支不足額の見込みの信頼性が問われます。仮にこの収支不足額を前提にしたとしても、減債基金の借り入れ
をすればすむことであり、収支不足が解消される2019年以降に返済する計画をたてれば済むことです。
　本市の減債基金の残高は、現在1822億円、2015年度末の残高見込み額は1963億円余、約2000億円に上りま
す。この３年間で減債基金から126億円の借入れをしましたが、その間、残高は平均140億円ずつ増え合計で
459億円増加しました。このまま積み立てをしていった場合、10年後には3000億円を超えると予測されます。
　分科会のやり取りでも、最低でも「2500億円を超える」との答弁がありました。2019年には収支不足が解
消される見通しなわけですから、今後３年間の収支不足の339億円全額を借り入れたとしても、“財政が厳し
い”論拠にはなりません。
　減債基金の積み立てを行わなかった場合の国からのペナルテイについて質問したところ、実質公債費比率
が18％を超えると起債について許可が必要となり、25％を超えると起債が制限されるということでした。本
市の今後の実質公債費比率の見通しについて分科会の答弁では、「2021年度に11.6％でピークを迎え、その
後低下していく」とのことです。そこで、今後３年間積み立てを行わなかった場合の実質公債費比率につい
て質問したところ、昨年の決算では、2013年度の実質公債比率9.1％が、その後３年間積み立てを行わなかっ
た場合には11.8％になるとの答弁でした。2014年度は8.2％であり、同様に積み立てをしなかった場合、「11.
2％になる」とのことでした。
　今後３年間の積み立てを繰り延べし、約1000億円を中学校給食の実施など市民要求の実現に使ったとして
も、何の問題もないではありませんか。この点でも、“財政が厳しい”論は通用しません。
　地方自治体の使命は「福祉の増進」にあります。扶助費など社会保障費が予算の中心であることは当然で
す。川崎市の財政状況は現在も将来的にも「引き続き厳しい」状況とはいえないことが明らかになったわけ
ですから、“財政が厳しい”という主張を持ち出すのはやめるべきです。市長に伺います。
13款１項３目教職員人事費に関連して、公立学校における定数内欠員について
　2014年度の定数内欠員は317人、総務分科会でも質疑したように、2015年度の定数内欠員はさらに増え326
人ということです。欠員は、2010年度の189人から年々増加し、2002年度の118人から見ると３倍にもなって
います。退職者もいるのに、275人しか募集せず、採用も284人しかしないというのはどういうことでしょうか。
　分科会での「今後予測されている児童生徒数の減少期を見据え、将来的に教員の現職定数を超えることの
ないよう、現段階から慎重かつ計画的に職員配置を行っていく必要がある」との答弁を聞くと、本気で定数
内欠員を減らそうという決意はないのではないか、それどころか、2017年度に予定されている指定都市への
教職員定数などの権限委譲に向けての布石を打っているのではないか、との疑念すら沸いてきます。特に欠
員が多いのは中学校と特別支援学校です。いまいる子どもたちにどう責任をもっていくかです。
　欠員の補充を１年任期の臨時任用の教員で補っていますが、不登校対策の強化が求められる中、非正規の
教員にそういう責任や負担をかけていいのでしょうか。
　川崎は中学生殺害事件もありました。これだけの欠員を放置しておいて、いくら不登校対策といっても、
とても十分な体制はとれません。不登校対策や生徒一人ひとりに目がゆきとどく教育を実現するためにも定
数内欠員を早急に改善する、そのために採用人数をもっと増やすべきではないですか、伺います。
　教員が十分補充されず、不登校児の対応が求められる中、教員の多忙化、現職死が増えています。現職教
員が14年度だけでも８名亡くなっています。その中には、連日残業していた教員が帰宅途中のコンビニでの
突然死、現職の校長が学校で倒れて死亡、また自殺者も出ているなど、明らかに過労死や過労自殺の疑いが
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あります。
　厚労省は、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」をはじめ、繰り返し月45時間以上の超過勤
務により、脳・心臓疾患の危険が高まるとして、時間外労働時間の限度を月45時間以内とするよう求めてい
ます。中学校の教員数は約1600人ですが、教員全員が提出したものでない時間外勤務記録簿で自主申告した
記録だけでみても、2014年度、月45時間以上残業した教員は460人前後、過労死ライン月80時間を超えている
教員は40人前後います。自主申告の時間外勤務記録簿ではなく、横浜市のように全教員の勤務時間調査を行
うべきと要望してきましたが、改めて伺います。
　神奈川労働局は「労働時間の適正な把握のために」という通知を出し、使用者の講ずべき措置として「始
業・終業時刻の確認・記録」をあげ、記録方法として原則的には「タイムカード、IC　カードなどの客観的
な記録」を指定し、「自己申告による労働時間の把握はあいまい」であり「やむをえない場合」に限ると述
べています。学校現場でもいまこそ、タイムカード方式にすることが必要と考えますが、伺います。
　教員の精神疾患も増えており、毎年60人前後の休職者が出ています。厚労省労働衛生課によれば、一般労
働者における精神疾患による休業者の割合は0.3％ですが、川崎市の教員の場合は１％と一般労働者の３倍
以上に上っています。教職員でみても、文科省の人事行政状況調査によれば、教職員の精神疾患による病気
休職者の割合は0.55％で、川崎はその約２倍です。この現状を深刻に受け止め、その原因と対策をどうとる
のか、真剣に対応しなければならないのではないでしょうか。伺います。
　現職の教員が亡くなるということは、子どもたちにとっても学校にとっても大変な事態です。「昨年度に
現職死亡された８人については、特段の報告がなかったことから調査はおこなっていない」と分科会では答
えられました。事態認識があまりにも欠如していませんか。過去３年間の現職死された教職員一人ひとりに
ついて、その理由、勤務状況などを調査すべきと思いますが、伺います。
官公需発注について
　今回工事契約について、伺いました。分科会でも市内中小企業が受注しやすい環境づくりをすすめ、市内
経済の活性化や中小企業の育成などにつとめていく、ということが答弁されました。
　昨年６月からの「工事請負における入札契約制度の見直し」において、最低制限価格の算定における直接
工事費の算定率を国のモデルを上回る95％から100％に引き上げました。しかし、一般管理費の算定率は国
のモデル同様の55％で変更はありませんでした。これを引き上げて最低制限価格を引き上げることについて
は、国や他都市の動向を注視していきたい、ということでした。
　「公共建築工事共通費積算基準」では、例えば新営建築工事では5000万円と50億円以上ではその上限額で
見た場合、現場管理費率はそれぞれ15.96％、8.22％、一般管理費等の率はそれぞれ10.23％と8.41％と小さ
い価格の工事のほうが高く設定されています。このことは小さい価格の工事では、現場従業員給与分である
現場管理費、本店および支店の従業員の給与や会社利益分である一般管理費等の占める比率が高くなること
を認めているということです。直接工事費は100％ですが、それ以外は一般管理費55％、現場管理費80％、
共通仮設費90％ということでは、直接工事費以外が占める割合が高い工事は必然的に最低制限価格率が下が
ることになります。この実態からみて、せめて金額の小さな工事については、一般管理費基準を大幅に引き
上げていくことが必要ではないでしょうか。伺います。
７款３項１目中小企業支援費の「ものづくりナノ医療イノベーションセンターを活用した市内企業の医療分
野進出に関する支援業務委託」について
　本事業は、約1400万円で産業振興財団が受託しています。昨年の予算議会の議論の際、研究者と企業が高
度に専門的かつ最先端の研究開発に取り組むことが想定されているから、産業振興財団以外の専門機関を当
初想定されていたと確認していました。ところが、産業振興財団が受託しています。理由は、公募したにも
かかわらず、産業振興財団１事業者しか参加しなかったとのことでした。それでは、どのように周知したの
か、入札の周知方法、公告期間と事前の問い合わせ状況について伺います。
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　次に、産業振興財団が受託した場合については、1400万円もの委託費が必要なのかということです。
　業務委託報告書にも、「市内中小企業対象2000社を対象に実施しているアンケート調査において、毎年の
ように廃業が確認されている」と記されているように、アンケート調査、ヒアリング調査、市内企業への情
報発信は、産業振興財団の本来業務です。その範囲で、今回の調査結果は、十分に作成可能な内容ではない
でしょうか。予定価格を算定した川崎市として、1400万円の試算根拠について、明確にお答えください。
　今回の報告書では、意向調査だけで、ナノ医療イノベーションセンターを活用して市内企業が医療分野に
進出することは、できないと考えますが、具体的に市内中小企業とのマッチングを可能と考えているのか、
伺います。
老人福祉費民間特別養護老人ホーム整備事業及び介護保険事業特別会計に関連して
　2014年度の特別養護老人ホーム整備事業費は、７億６千万円余でした。
　第５期期間中の特別養護老人ホームの増設は10ヵ所、定員903床増に対し、有料老人ホームは特定施設入
居者生活介護型と住宅型あわせて34ヵ所、定員1,700床増加しています。あまりにも特養ホームの増設が少
なすぎるために、有料老人ホームが急増しているともいえます。特養ホームの待機者が今年４月5307人、そ
のうちなるべく早く入所したい人は3,844人です。
　高齢者実態調査によれば85歳から89歳までの単身高齢者は４人に１人、90歳以上は５人に１人です。１人
くらしの方の51％が緊急時の為に自宅以外で暮らしたいと答えています。超高齢化の時代、地域の見守りや
在宅介護サービスだけでは暮らせない１人暮らし，老老世帯などが今後も増え続けると考えます。第６期期
間中の整備計画の上乗せをすべきと思いますが伺います。
12款消防費、消防職員定数の欠員について
　消防職員定数は、2013年度に条例改正され、1,387人から2014年度1,403人となりました。ところが実際の
職員数は、改正後の2014年度,1,383人、2015年度、1,382人で、市条例改正前の定数1,387人にも２年連続で
達していません。欠員数は21人にものぼります。国の「消防力の整備指針」に基づく職員数1,545人からす
ると163人の差があることもわかりました。
　分科会において、消防局長は「若手職員の転職による退職、他都市消防本部への就職」等といった理由に
より欠員が生じていることから、欠員が生じる要因を総合的に判断するとともに、これまで以上に魅力ある
組織作り、働きやすい職場環境づくりを推進し、欠員の解消に取り組んでまいります」「国基準の定数につ
いて、今後とも関係局と十分協議しながら、必要な職員数の確保に努めてまいりたい」とのことでした。
　首都直下型の大地震や大水害がいつ起きるかもわからない状況の下、市民の生命・財産を守る為に、市長
として、まずは、消防職員の欠員の解消に全力を挙げるべきです。「職員採用計画」の人数をもっと高める
などの対策が必要と考えますが、市長の欠員解消策の決意と対策を伺います。国基準の定数についても関係
局と協議のうえ、計画的に必要な職員の確保をすべきです。伺います。
病院事業会計に関連して市立川崎病院の精神科救急について
　川崎病院は、精神科救急の県内４県市協調による基幹病院に指定され、夜間、土日、祝日における「警察
官通報等による措置入院等の３次救急患者」や「医療保護入院などの２次救急患者」の受け入れを担ってい
ます。ところが医療従事者の確保、とりわけ精神保健指定医の資格を有する精神科医の確保が不十分なため、
実態は火曜日の夜間のみしか受け入れていないとのことです。分科会では病院局長から、「早急に解決すべ
き問題のひとつとして認識している」「これまで以上に関係局との連携を図るとともに、関係団体にも、今後、
協議をさせていただきながら精神保健指定医をはじめとする医療従事者の確保などに取り組んでまいりま
す」との答弁がありました。
　2014年度、所管する健康福祉局と病院局、消防局の関係課による庁内検討会議を３回行い、今年度、具体
的な解決策について協議を進めるとのことです。聖マリアンナ医科大学病院での精神保健指定医取り消し問
題がおこりました。こうしたときだからこそ公立病院として川崎病院の果たす役割はさらに大きいと思いま
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す。財政局も含めた庁内検討会議の実施と今後の取組について市長に伺います。
８款８項１目および11款１項１目に関連して、街路樹の維持管理費について
　道路や街路樹、公園の苦情件数が毎年増え続けていますが、昨年の決算審査特別委員会で指摘したように、
維持管理が間に合わず、雑草の生い茂る公園や歩道まで歩行者に当たるほど枝が伸びた街路樹が、未だに改
善されていません。街路樹の維持管理費の推移で見ても、2010年度から2013年度の推移でも357万円、764万
円、565万円、583万円、と予算に比べて決算が下回っています。そして、2014年度は、なんと1239万円を使
い残しています。昨年度といえば、国からの予算配分の変更を過剰に喧伝し、予算執行を１％抑制すると共
に、財政が厳しいからと、市民サービスはゼロベースで見直すとしていました。そのさなか、年末の補正予
算で建設緑政費の羽田連絡道路整備の先行調査の前倒しのためには、2000万円予算を流用して充てています。
市民の要望が強い街路樹の維持管理費こそ予算を確保して使い切ると同時に、予算流用も行って前倒しで行
うべきではないでしょうか、市長に伺います。
９款２項港湾建設費、臨港道路東扇島水江町線について
　市民分科会の審議では、なぜ、540億円もの整備費が必要なのかは、第三者の有識者で構成される事業評
価監視委員会で事業内容が確認されていることから妥当だとしていますが、どうしてその金額が必要なのか、
事業評価監視委員会が確認しているから妥当だというのでは、その根拠は分かりません。つまり、川崎市と
しては確認していないということですか、伺います。また、この橋は、国道ではなく、市道に指定する予定
とのことです。ということは、出来上がった橋の管理は本市の責任で行うということです。その際の維持管
理費をどのくらい見込んでいるのか伺います。
港湾事業特別会計決算１款２項３目川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度について
　2014年度では、コンテナ１ＦＥＵあたりのコンテナ施設利用料収入が約5800円で、補助金が5000円であり、
その差がほとんどなく見直しが必要との指摘に対して、補助単価を今年度から約3000円にしたということで
す。今年度の補助総額は、2014年度決算額を当然下回ると考えますが、見通しについて、見解を伺います。
また、直接的なインセンティブを行わなければならないというのは、港湾利用の必然性が低いことをあらわ
していると思いますが、後何年、このような制度に頼るつもりなのか、見解を伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問】
2014年度決算の財政状況と減債基金について
　答弁では直近での減債基金からの借入額が478億円になるということでした。その内訳は、2014年度まで
の126億円に加えて、2015年13億円、2016年度124億円、2017年度187億円2018年度28億円を加えたものだと
いうことでした。
　ところで、2015年度の収支不足は「2015年度予算案について」では54億円となっていたものが、臨時財政
対策債が41億円増えたことによりそのまま借り入れの返済額にあてたため、13億円に減額となったものです。
　昨年９月議会で指摘したように、2012年度の収支不足額は当初の予測では149億円とされていたものが実
際は95億円となり、2013年度は当初174億円が60億円となりましたが、減債基金からの借入額は、それぞれ6
7億円、27億円となっています。ここからわかるのは、収支不足額の試算根拠がいかに曖昧かということです。
その試算根拠の検証もせず財政の厳しさを強調するのは間違っていると思いませんか。市長に伺います。
　また、答弁では、収支不足額をすべて減債基金から借入れることを前提に478億円の借入額となるから、
財政状況が大変厳しいとのことでした。しかし、前述したように、収支不足額と借入額との間には相当の乖
離があるわけですから、この点でも、こうした数字のマジックを使って“財政が厳しい”と強調するのは、
市民を欺くに等しいことだと考えますが、市長の見解を伺います。
　減債基金からの借入額が多額になることを強調していますが、銀行など金融機関からの借り入れと異なり、
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川崎市の積立金なのですから、その減債基金からの借入れをなぜ必要以上に問題視するのか、全くわかりま
せん。そもそも、2014年度も当初予算から43億円もの市税増収があったことからすれば、減債基金からの32
億円の借り入れも必要がなく、ことさら“財政が厳しい”ことを強調するための作られた借り入れではなかっ
たのか、との疑念も生じるところです。
　初回質問で、市の予測でも、収支不足が解消される2019年度まで減債基金の積み立てを行わなかったとし
ても、実質公債比率は11.2％と、起債に国の許可が必要になる18％まで相当余裕があること、しかも、毎年
返済していても今後10年間で残高が2500億円～3000億円、一般会計額の２割～３割に匹敵する実態があり、
他方、一挙に巨額の返済が必要とされる時期は当分来ないという見通しだとのことでした。
　だとしたら、仮に、2016年度～2018年度までの収支不足を前提にしたとして、2019年度の収支不足解消ま
で、減債基金の積み立て分を活用すればいいではありませんか。このことのどこに問題があるのか、市長の
正確な説明を求めます。
公園・道路等の維持管理について
　街路樹の維持管理費についてです。道路の街路樹などの管理が行き届いていないと、予算の確保と十分に
活用することを求めたのに対し、「適切な維持管理を行うことが、大変重要」「必要な予算を計上し執行した」
との答弁でした。しかし、実際はディスプレーに示したように、草などが歩道や車道に張り出し、通行の妨
げになっています。これでは、「必要な予算を計上」しているとはいえません。
　その予算額も、契約差金により予算よりも、毎年４～５百万円不用額が出ています。市民から「市に要望
を出してもすぐに対応してくれない」という苦情をいただきますが、結局、予算は残してしまうというので
は市民の理解は得られません。契約差金が出た場合は、事業の追加発注を行うなど、市民からの要望にでき
るだけきめ細かく対応することが求められます。事業者への発注内容は各区の道路後援センターが決めると
のことですが、年１回の草刈りも決まっているものではないとのことでした。道路公園センターがその路線
の状況に合わせた維持管理が行えるよう事業費の増額が必要です。
ディスプレイをお願いします。（パネル表示）
　ディスプレイに示した現状についての見解と事業費の充実について市長の見解を伺います。
公立学校における定数内欠員について
　時間外労働の限度時間数について厚労省から基準が出され、神奈川労働局は「労働時間の適正な把握のた
めに、使用者が講ずべき措置に関する基準」という通知を出しています。この通知は、公立学校も例外では
なく、すべての使用者の講ずべき措置として「始業・終業時刻の確認・記録」をあげ、記録方法として原則
的には「タイムカード、IC　カードなどの客観的な記録」を指定しています。時間外労働の限度時間数の基
準が国から出され、それに沿った通知が県から出されている以上、それに沿った労働時間の適正な把握の方
法をとるべきです。現在の自己申告方式をやめて、タイムカード方式を検討するべきと考えますが、伺います。
ものづくりナノ医療イノベーション推進事業について
　公募型企画提案で、最初に説明会もなく、いきなり１週間という短期間で公募する。しかも、公募内容が、
産業振興財団にしか出来ないとしたら、公募とは名ばかりで、最初から団行振興財団しか念頭に無いのでは
ないでしょうか。
　そもそも、産業振興財団が実施する事業です。しかも、市内企業へのアンケート調査、企業訪問によるヒ
アリング調査、入居する研究者や企業と医療分野進出に取り組む地元企業との連携を促進することは、産業
振興財団の中心的な事業と考えますが、「通常業務とは別」と位置付ける根拠は何か、明確にお答えください。
　しかも、同センターを拠点として活動する医療・ナノ・バイオ研究者のリストアップというのは、事業主
体として国の補助事業採択前に把握しておかなければならないものだったのではないでしょうか。それを川
崎市からの委託がなければやらないというのは、そもそも、当事業を担う資格が無いと自ら認めていること
になります。川崎市から委託を受ける前に本当にリストアップをしてなかったということなのか、見解を伺
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います。
　更に、当センターを活用して進出できる中小企業が何社あるのか、「ものづくりナノ医療イノベーション
センターを活用した」ということを前提にしているわけですから、その通りに明確にお答えください。
臨港道路東扇島水江町線について
　委員会の検討結果を尊重するということは、川崎市としては、どのような検討過程があったのか、その費
用が妥当なのかを確認していないということです。
　維持管理費については、一般的な橋梁と同程度になるとのことですが、多摩川や鶴見川に架かる橋梁の維
持管理費用は、二つの自治体を跨る場合は、二つの市が折半です。ところが、臨港道路東扇島水江町線では、
維持管理費の全てが、川崎市になります。しかも、臨海部で塩害によって腐食が進みやすく、内陸部の橋よ
りも維持管理費がかさみ、架け替え時期が早まることを国も想定しています。その上、エレベーターの維持
管理など一般の橋梁には無い負担まで加味されます。市内最大規模の橋梁を整備するのに、一般的な橋梁と
同程度とどうして言えるのか、見解を伺います。
〈最後の意見〉
　財政状況について、たくさんの言い訳をされましたが、やりとりではっきりしたのは、要するに財政は厳
しくないということです。この20年間の中ではじめといってよいくらい、健全な財政状況になっています。
なのに市民には「厳しい厳しい」といって福祉や暮らしの予算を増やそうとしない。これがこの決算審査で
はっきりしたことを指摘し、質問を終わります。

2015年第４回川崎市議会定例会代表討論（10月14日）

2014年度（平成26年度）決算の各会計決算認定について
　2014年度予算は福田市長初の予算となりました。2014年２月に出された「川崎市行財政運営プログラム」
（案）では、「今後、大きな市税収入の増加は見込めない」と断定。「今後とも本市財政は厳しい状況が続く」
との結論を導いていました。しかし、予算では個人市民税・法人市民税・固定資産税とも増加するなど市税
収入は過去最大となり、減債基金からの新規借り入れをせずに収支均衡をはかることができるとされ、”財
政が厳しい”という言葉は当てはまらない状況となりました。
　歳入においては、市税の決算額は、2,965億5900万円で、前年度との比較では75億7000万円2.6％の増とな
り、２年連続の増収となりました。川崎市の人口が増え続けていることから、個人市民税が１億7,900万円増、
法人市民税が企業収益の増加により20億4100万円増、固定資産税が家屋の新増設などにより29億900万円増
となったことなどが理由です。
　決算では予算より43億円もの市税収入増となったものの、減債基金から32億円借り入れしたこと、また、
今後、減債基金からの借入額が2018年度までで478億円になるとの予測を理由に、またもや“財政が厳しい”
と述べています。しかし、市の予測でも、2019年度には収支不足が解消されるとのことです。減債基金の残
高は2014年度で1822億円、2015年度で1963億円、約2000億円にのぼります。この間126億円の借入れをしま
したが、残高は平均140億円ずつ増えています。毎年返済していっても、10年後には残高が最低でも2500億
円を超えるという答弁でした。一般会計額の２割～３割に匹敵する実態があり、他方、一挙に巨額の返済が
必要とされる時期は当分来ないという見通しだとのことでした。
　この間のやり取りで、収支不足の試算根拠が実に曖昧だということが明らかになりましたが、仮に、2016年
度～2018年度までの収支不足を前提にしたとして、この３年間、減債基金の積み立てを行わなかったとしても、
実質公債比率は11.2％と、起債に国の許可が必要になる18％まで相当余裕があることも明らかになりました。
　2019年度の収支不足解消まで減債基金の積み立てを繰延べしても何の問題もないことを指摘し、その分を
活用するよう求めましたが、明確な答弁はありませんでした。
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　歳出の特徴は、市民要求には限定的に応える一方で、大規模事業は目白押しだということです。
　際立っていたのが港湾費で、予算では、前年度比33.5％増の約110億円、港湾整備費事業特別会計は前年
度比26.2％増の約41億円の合計約150億円の大型予算となっていました。決算では、前年度比12.5％増の約8
1.6億円、港湾整備費事業特別会計は前年度比21.3％増の約33.4億円の合計約115億円ですが、大幅増である
ことに変わりありません。川崎港コンテナターミナルへの航路を誘導するため１FEU（40フィートコンテナ）
あたり５千円の補助金の拡充や、大型船舶の２隻同時着岸を可能とするための１号岸壁の延伸などのほか、
臨港道路東扇島水江町線の橋梁工事費用一般会計16.5億円、港湾特別会計約1.1億円の計17.6億円。千鳥町
再整備の推進では、完成自動車のストックヤードの高度利用を目的とした立体モータープールの整備事業と
の関連でJA全農からの土地取得15.1億円が支出されました。
　一方、子育て・高齢者への福祉施策については、本当に切実で福田市長の公約で小学校６年生までの実施
が喫緊の課題であった小児医療費助成事業の拡大は、小学校１年生のみで、2015年度も小学校２年生までです。
　特別養護老人ホームの開設は2014年度の当初計画497床のうち290床でした。予想を上回る建築資材や人件
費等の高騰により、２ヵ所204床は2015年度以降にずれ込んでいます。2015年４月時点の待機者数は5307人
なのに、第６期計画期間中の整備計画はずれ込んだ204床を入れたとしても604床のみです。待機者解消にほ
ど遠い状況です。
　雇用をめぐる情勢が依然として厳しいなか、2014年度キャリアサポートかわさきでの就業状況は、正規雇
用が３割、非正規雇用が７割と安定した雇用に結びついていません。緊急雇用創出事業は、2014年度７億75
00万円余と前年度よりも２億5000万円余も支出が増えたものの、事業メニューは相変わらず国頼みの事業で
あり、市の独自施策はありませんでした。専門性や継続性が求められる若年者就業支援事業・若者サポート
ステーションについては、施設や支援体制は充実したものになっていません。
　障がい者施策では、繰り返し求めている低所得者の医療費無料化は見送られ、2013年度に強行された障害
者バス乗車券交付事業―ふれあいフリーパスの軽度障害者、付き添いのかたの有料化をやめ、交付を復活し
てほしいという強い願いも聞き入れられませんでした。地域活動支援センターは毎年10ヵ所近い新設の申請
がありますが４ヵ所しか認めず、予算議会で申請どおりの設置を強く求めましたが、見送られました。
　中小企業・商店街振興関係では、経済労働費の決算額は369億７千万円余ですが、その中から、融資や先
端産業関連、拠点整備関係、消費生活対策費、雇用対策費などを引いた工業・商業・農業の各分野の施策に
対する決算額は23億3300万円余で、歳出決算額の0.38％と、予算時の0.42％をさらに下回りました。
　「川崎市を一歩前へ、もっと先へ」と命名された2014年度予算でしたが、一歩先へ進んだのは、大規模事
業ばかりであり、子育て、高齢者、中小企業、市民生活は置き去りにされてきたのが2014年度決算の特徴だっ
たと指摘せざるをえません。
母子生活支援施設「ヒルズすえなが」について
　児童福祉法に基づく母子生活支援施設ヒルズすえながについて、決算分科会では、2014年度に内装の修繕
や畳の入れ替えなどを、指定管理料の中から行ったとのことです。「各設備も築29年が経過していることから、
経年変化が進んでおり、修繕が必要な箇所も多くあり、今後も計画的・継続的に優先度の高い箇所から修繕
を実施してまいりたい」とのことでした。いただいた資料では今後、修繕の必要箇所として、室内の内装、
破損、汚れなどが10室、キッチンの遮熱板のこげ、破損などが６室、トイレ、浴室の内装破れなど３室にも
認められたとのことです。母子生活支援施設は、支援を緊急に必要とする母子の入居をいつでも受け入れら
れるように、居住環境を整えておくべき施設です。経年変化が進んでいるとのことですので、指定管理料の
中で修繕が行いきれない場合は施設と相談して，市の責任として早急に改善すべきことを求めておきます。
　指定管理制度における指定期間の最終年度の評価及び引継ぎの取組みについてです。今回、次期の管理者
選定が３月11日に議決、３週間後の４月１日から新規事業者による運営開始となり、あまりにも引き継ぎ期
間が短期日と指摘せざるをえません。「事業者選定等に関する手引き」にしたがい、民間推進委員会は、所
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管局による検証結果を踏まえ、「総括評価」を2014年８月に実施したとのことですが、本来、私たちはこの
事業は、指定管理制度になじまず、直営に戻すことを主張してきました。少なくても適正な引継ぎ期間が必
要な保育、福祉などの施設においては総括評価のスケジュールを早めることを強く求めておきます。
ものづくりナノ医療イノベーション推進事業について
　公募型企画提案で、最初に説明会もなく、いきなり１週間という短期間で公募する。しかも、公募内容が、
産業振興財団にしかできないとしたら、公募とは名ばかりで、最初から産業振興財団に委託させることが目
的としか思えません。市内企業へのアンケート調査、企業訪問によるヒアリング調査、入居する研究者や企
業と医療分野進出に取り組む地元企業との連携を促進することは、産業振興財団の中心的な事業であり、し
かも、産業振興財団が実施主体であるものづくりナノ医療イノベーション事業に、なぜ、市が情報や課題の
整理の費用を出さなければならないのでしょうか。つまり、形を変えた資金援助、第二補助金ということは
否めません。このような税金の支出は、断じて認められません。
臨港道路東扇島水江町線整備について
　決算審査の中で、事業評価監視委員会の検討結果を尊重するとして、川崎市としてその整備費用が妥当で
あるという根拠は示せませんでした。しかも、市道になる臨港道路東扇島水江町線では、維持管理の責任の
すべてが、川崎市になります。臨海部で塩害によって腐食が進みやすく、内陸部の橋よりも維持管理費がか
さみ、架け替え時期が早まることを国も想定しており、その上、エレベーターの維持管理など一般の橋梁に
はない負担まで加味されます。国直轄事業だからということで、その根拠も分からない、それなのに、３分
の１の負担だけはついてくるということは、どう考えても納得できません。強く指摘しておきます。
橋梁補修事業費について
　決算審査の質疑で橋梁補修事業費について取り上げました。質疑を通して市内の橋梁の維持管理、架け替
えなどで今後も大きな費用がかかることが明らかになりました。
　財務省が省令で規定する橋梁の耐用年数は、鋼橋で45年、コンクリート橋で60年となっており、橋の損傷や
老朽化は、維持管理の状態に加え、荷重の影響や腐食環境など立地状況に応じて様々なケースがあり、本市
では橋梁長寿命化修繕計画に基づく予防保全型修繕により、概ね100年間は使用可能と考えているとのことです。
　答弁では、市内の比較的規模が大きい主要な橋梁124本のうち竣工後50年以上経過したものが26本あり、
今後一斉に高齢化を迎え、その補修費や老朽化のための架け替え費用が一時的に集中し、大きな財政負担と
なることが懸念されるとのことです。
　また、新たな等々力大橋の建設や、竣工後90年が経っている二子橋も今後10年程度で架け替えの可能性が
あり、これらは事業主体の東京都が計画を具体化すれば川崎市も折半で費用負担が生じるとのことです。川
崎市が管理する大小619すべての橋も、法改正に伴い、今年度から５年に一度の定期点検が始まり、維持管
理費がかかってきます。こうしたなか、臨海部で市民生活にとっての必要性を説明できない２本の巨大な橋
梁、臨港道路東扇島水江町線と羽田連絡道路の整備費に合わせて1000億円近くもかける大規模事業を同時に
進めることは、内陸部の生活に密着した橋梁の維持管理や架け替え事業を圧迫することになることが懸念さ
れます。市民生活に密着した既存の大小の橋梁の維持管理、補修、架け替えを怠らないためにも、臨海部で
の不要不急の大規模な橋梁整備については中止すべきことを指摘しておきます。
議案第123号　川崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する条例の制定
について
　本条例案は、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴い、①自治体独自のマイナンバー利用、②自治体内の
特定個人情報の提供、③自治体独自の個人番号カードの利用を可能にするために制定するものですが、様々
な問題点があります。
　第１は、情報漏えいの危険性があることです。
　８月下旬に年金情報漏れ問題での検証委員会から報告書が出されましたが、その報告書では、行政の民営



－ 61 －

化や外部委託における情報漏えいの危険性が指摘されています。
　総務委員会でも、市のマイナンバーを扱う業務で「外部委託している業務はある」と答弁、その管理責任
については「委託した業者の責任でチェックをする」ということで、市の業務の管理責任を委託業者に任せ
るという答弁でした。これでは、情報漏れなど何か起こったときに、とても市が責任を持って管理すること
にはなりません。
　第２は、マイナンバーの適用範囲が拡大される危険性があることです。
　今回の条例でも、「地方自治体独自の個人番号カードの利用」のためということで、「個人番号カードのIC
チップの空き領域を利用」し、「コンビニにおける住民票、印鑑登録証明証、戸籍など各種証明書の発行サー
ビス」をあげ、地方自治体による利用拡大に向けた取り組みを開始しようとしています。情報漏えいに対す
る対策も責任も曖昧なまま拡大して良いのかが問われます。
　第３は、導入・維持に莫大な経費と負担がかかるという点です。
　川崎市でも、システム改修、カード発行作業など行政全体の制度変更にかかる導入経費の市の負担分は８
億円もあり、ICT推進課に課長一人、係長一人を配置して対応するなど多額の費用と負担がかかっています。
導入後の運用・維持の経費については、「試算されていない」との答弁があり、これから経費がいくらかか
るかわかりません。
　総務委員会でも、「各窓口への問い合わせが急増している」ということでしたが、「独自の窓口の設置はな
い」との答弁でした。事務処理などの市独自の指示文書も、「整備中」ということで、この状況で、これか
ら増える問い合わせにどうやって対応し、どうやって１月に間に合わせられるのでしょうか。
　マイナンバー制度は、実施を中止しても住民生活にはなんら支障はない制度です。
　総務委員会でも「個人番号カードは任意」で、なかったとしても行政手続き上は問題がなく、「個人番号自
体がなくても、本人確認があれば今までどおり行政手続きはできる」ということでした。その点についてはもっ
と市民に周知徹底すべきことを要望します。本条例は以上の問題点があることから、賛成はできません。
議案第127号川崎市乗合自動車乗車料条例の一部を改正する条例の制定について
　回数乗車券の種類を変更し、これまであった大人用の2000円券と4000円券を、5000円券に統合し、小児用
の2000円券を1000円券に変更するもので、さらに、割引率を大人券は4000円券の17.2％を15.0％に、小児用
2000円券の割引率20.9％を1000円券9.1％にするものです。
　回数券は、少しでも安くバスを利用したい人たちが一度に2000円、4000円と払って買い求めていると思い
ます。多くの市民の収入が減っているとき、2000円券も4000円券もなくなって、一度に5000円を払わなけれ
ば手に入らないうえに、4000円券に比べて割引率が下がり、小児用の回数券の割引率もさがるというのは、
納得がいきません。市民にとっては、サービス低下になることから、この議案には賛成できません。
議案第132号（仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の締結について
　まず初めに申しあげたいのは、議案に責任をもって議会に提出した以上、議会に議論に必要な資料をきち
んと提出してほしいということです。
　今回の教育委員会のやり方は、不誠実としかいいようがありませんでした。今回おおきな問題になったセ
ンターから各学校への配送時間とルート、については、事業契約書でみれば、「提供不全・レベル３で指定
時刻まで配送されず、生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合」と書かれ、「開業準備業務として、
事業者が実施する業務が要求水準未達であると確認した場合には、事業者へ支払うサービス購入料の減額を
行う」「要求水準の変更についても、第26条・市による要求水準書の変更協議があり、合理的に必要がある
と認められるときは、要求水準書の変更の協議を請求することができる」等、書いてあります。審議のなか
では、配送時間・ルート等については、変更はむずかしい、の一点張りでしたが、３日目の審議で事業契約
書をもとにした質疑の中で、配送時間等についても検討する、と答弁されました。
　さらに、要求水準書では、「配送対象施設」の項で、南部・中部・北部学校給食センター各事業者決定後に、
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市と各事業者で協議をしたうえで、配送計画を見直す可能性がある」ことを明記しています。
　これだけではありません、初めから、必要な資料が委員に提供されていれば、審議はもっとスムーズにす
すんだはずです。私たちは、給食が生徒の口に入るまで、安心、安全、そしておいしくて適温なものが確保
できるようにとの立場で議論をおこなってきました。中学校現場の不安や心配の声を受けて、各学校の事情
を考慮し、支援することを要求してきました。センター給食において配膳員の配置は欠かすことができませ
ん。各学校の実情を調査して配置を考えたいと答弁がありました。その立場で学校現場の声を受け止め、しっ
かり配置することを要望します。
　既存するエレベーターを給食に活用することについて、３日目の質疑で、「学校の判断にまかせる」と言
明されました。４日目には「川崎市立高校付属中学校ではエレベーターのサイズに合わせてコンテナサイズ
を調整した」との答弁がありました。だとしたら、他の中学校も同様な扱いをしなければなりません。少し
でも現場の負担を縮減し、安心、安全な給食を提供できますよう、各中学校の実情に即してコンテナサイズ
の協議を事業者と行っていただきたい、このことはつよく要望しておきます。
　課題はまだまだ残されています。アレルギー対策は万全に行われるか、食育の中心となる栄養士の配置が
どうなるのか、学校に配属される給食配膳員の人数と仕事内容など、これらの課題は教育委員会が主体となっ
て実現できるものです。これらの課題を教育委員会は真摯に受け止めて、実施までのあいだに必ず解決して
ください。始まれば、いろいろな声が寄せられるでしょう。今後さらにこれらの市民の声を聞いて、それに
応えて改良していける、市民とともにつくる中学校給食にしていただきたい、そう強く思います。
　今回の審議にあたり、私たちは市民の意見を聞きながら、何回も何回も団会議で長時間議論してきました。
賛成していいものかどうか、ほんとうに迷いました。
　20年来の市民の要望である中学校給食の実施にあたって、小学校と同じような給食をとの市民・保護者・
こどもたちの願いに応えるものに―実施手法としてはできうる限り自校調理方式でその可能性を追求してほ
しい、一方で校内敷地確保が困難な学校もあるので、自校方式の良さを生かした食材、献立、配膳方式を学
校への負担増を極力抑える形で実施してほしい、と取り組んできました。
　全国の86％で実施されている中学校給食、川崎市政のそして教育行政の遅れた分野の一つが中学校給食の
未実施でした。国全体の食教育と学校給食を重要視する再評価がありました。一方で子どもを持つ家庭の貧
困化の進行もあります。
　そのようななか、15000食という巨大な給食センターでの実施で生徒、保護者の期待に応えられるのか・
議案として出た時点で仮に反対したとしてことは前進するのか、時期を延ばしても事態がかわるのか、さま
ざまな角度から議論しました。結論は指摘した課題を教育委員会のみならず、全市的に推進してきた推進会
議全体の責任として、その解決を図っていただく以外ない。副市長は「社会保障関連経費の中で中学校給食
の財源は将来的に確保してあり、財政収支計画の中に織り込み済み」だと答弁しました。また、「運用上改
善すべきことは、やっていきたい」とも答えました。教育委員会がやることはたくさんあり、実施までまだ
時間はあります。そこを裏切らないで行ってください。苦渋の決断として議案に賛成します。
議案第145号平成26年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
　高齢者に差別を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、反対です。
　また、私たちは、予算議会において、不要不急の大規模開発を見直し、基金の取り崩しによって、市民生
活の切実な願いに答えるべきと、予算の組み替え動議を提出した経過も踏まえ、2014年度決算認定にあたっ
ては、一般会計決算、競輪事業特別会計、港湾整備事業特別会計、公共用地先行取得等事業特別会計、下水
道事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計については認定できません。
　以上の立場から、議案第123号、議案第127号、議案第140号、議案第141号、議案第145号、議案第148号、
議案第152号、議案第155号、議案第156号、議案第157号については反対及び認定できないこと、その他の議
案、報告については、賛成及び認定することを表明して討論を終わります。
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2015年第５回川崎市議会定例会代表質問（12月８日）

市長の政治姿勢について
最初に、新総合計画の基本構想・基本計画について
　新総合計画は７月の全員説明会の論議、市民からのパブリックコメント、車座集会での市民からの意見を
経て、今議会に提案されました。
　素案の段階で論議した全員説明会では、まちづくりの基本目標について、前回の基本構想と同様、「民主
主義のもとでの人権の尊重と平和への貢献」を構想を貫く根本的な理念とすること、また、自治体の基本的
役割を定めた地方自治法第１条の２第１項の「住民福祉の増進をはかる」を明確に盛り込むよう求めました。
　市長の答弁は、前者については「『世界の平和と繁栄に貢献』という文言を明記している」、また、基本政
策５－２「人権を尊重し共に生きる社会をつくる」と明記しているとの答弁でした。しかし、基本政策５－
２の主眼は市民同士の間における“人権の尊重”をうたったものです。自治体の役割として「民主主義のも
とでの人権の尊重」の明記を求めているのです。改めて市長に伺います。
　また、「住民福祉の増進」を明記することについてはまったく答えませんでした。「住民福祉の増進をはか
る」ことは、まさに地方自治体の基本的役割なのですから、今後30年間の基本構想を貫く基本方針として明
記するのは当然です。市民車座集会でも同様の意見が出されたのに対し、市長の答弁は「誰もが幸せを感じ
られる川崎をめざす」「まちづくりの主役が、川崎で暮らし、活動するすべての市民、団体、企業である」
ことを明記している、というものでした。
　いうまでもなく、憲法に基礎をおく地方自治法の「住民福祉の増進をはかる」というのは、自治体の役割
として規定された、自治体に課された責務として明記されているのです。「幸せを感じられるかどうか」と
いう個人の感覚を問題にしているわけではありません。まして、「まちづくりの主役が、川崎で暮らし、活
動するすべての市民、団体、企業である」ことは何の関係もありません。
　パブリックコメントでも、「住民福祉の増進、すなわち、川崎市民の福祉に責任を負う行政がやるべきこ
とは社会保障の充実であって、公助があってこそ共助も自助も生きてくる」ものだという観点からの意見が
少なくない市民から出されています。
　改めて「住民福祉の増進」について明記すべきと考えますが、市長に伺います。
行財政改革に関する計画素案について
　2002年９月からの「行財政改革」は、第４次まで続き、3000人もの人件費削減に加え、市民サービスの削
減はまさに「ゆりかごから墓場まで」「乾いた雑巾を絞る」ようなやり方で徹底されました。
　福田市長は、初の予算編成となった2014年度、「今後毎年度200億円程度の収支不足が見込まれ、川崎市の
財政は極めて厳しい状況が続く」と強調。市の幹部から「行革の種は尽きている」との声が漏れたにもかかわ
らず、市民サービスをゼロベースで見直し「スクラップ、スクラップ＆ビルド」の徹底を図ると公言しました。
　しかし、2014年度の川崎市の財政力指数は、前年度に続き、政令都市でトップであり、今後の財政見通し
素案では、市の歳入はほぼ右肩上がりで推移し、2019年度以降、黒字になることが明確になりました。また、
減債基金の積み立て残高は、毎年返済を行なっても2015年度末に1848億円、その後も毎年確実に増え続け、
2025年度には3000億円を超えて、一般会計の約半分に匹敵する額になるほど豊かです。財政上からも、市民
サービスをこれ以上削減する理由はまったくありません。
　にもかかわらず、「行財政改革に関する計画素案」では、小学校全児童対象の「わくわくプラザ事業」の
利用者全員から利用料を徴収すること、子どもの医療費助成事業には一部負担金を導入、保育所保育料の値
上げ、ひとり親家庭の特別乗車証交付事業の見直し、一般ごみの有料化、事業系一般廃棄物処理手数料の値
上げ、市民農園の利用者負担の値上げ、高齢者外出支援乗事業については年齢の引き上げ・料金値上げ、高
齢者に対する市単独事業の更なる削減、重度障害者医療費助成事業に負担導入、成人ぜん息患者医療費助成



－ 64 －

制度に負担導入、テニスコート・野球場なども利用料の値上げ、バラ園の有料化の検討など、これでもか、
これでもかと市民サービスのさらなる切り捨てと負担増が検討されています。市民の所得は増えない、年金
額は引下がる、このままいけば2017年度には消費税10％の増税が市民に重くのしかかる中、市民生活に追い
討ちをかける負担増のオンパレードです。なぜ、これが「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち　
かわさき」なのか。こんなすさまじい市民サービスの見直しが行われれば、市民生活は持続どころか疲弊す
るばかりです。財政上もまったく理由のない市民サービス削減・負担増の行財政改革はやめるべきです、伺
います。
子育て支援策の拡充について
小児医療費助成制度について
　通院の助成対象年齢を来年度から小学３年生まで、2017年度から小学６年生まで拡充することと引き換え
に、通院１回ごとに上限500円の一部負担金導入が出されました。風邪をひいて小児科に行けば、薬は５日
分程度しか出されません。治るまで２週間程度かかれば、一度の風邪で1000円から1500円程度の窓口負担が
生じることになります。小学１年生から６年生まで総額４億円近い窓口負担となる見込みです。
　「財政状況も勘案して」とのことですが、市長の公約は「小学６年生までの無料化をすぐ議会に提案する」
というものでした。財政が厳しいといえなくなった今、市長の公約に照らしても、一部負担金の導入はやめ
るべきです。市長に伺います。
　また現在の所得制限によって、小学２年生までの対象年齢人口のうち１万9928人、16.8％が助成を受けら
れませんが、小学６年生まで拡充されても３万4416人、20.6％が助成を受けられないことになります。所得
制限も、財政上の理由から「持続可能な制度」として必要とされてきましたが、川崎市は財政力指数が政令
市トップで財政状況は問題ないのですから、所得制限を撤廃すべきです。市長に伺います。
　市長は「前半の２年、他都市に追いつかなければならない分野に集中的に取り組んだ」と述べていますが、
通院の助成対象年齢が今年度、県内33市町村で最低となった小児医療費助成制度は、本市が最も遅れた分野
です。他都市並みに追いつくという点でも、次のステップとして、東京都、さいたま市、千葉市など首都圏
で当たり前となっている中学校卒業までの医療費助成を目標にすべきです。市長に伺います。
保育事業について
　待機児童解消についてです。10月１日現在の保育所等利用申請・待機状況が公表されました。４月１日時
と比較すると、半年間に新たな入所申請は1632人増え、そのうち、入所できなかった人数は1453人増えて36
84人でしたが待機児童は89人と公表されました。3595人が待機児童にカウントされませんでした。私たちが
待機児童にカウントすべきと指摘している「産休・育休中の申請者」は４月より833人も増え1181人にものぼっ
ています。この方々の多くは、入所できなかったために育児休業を延長せざるを得ない方々ではないでしょ
うか。第１希望のみ等の申請者数も220人増えて627人に。自宅での求職活動を行う申請者数も58人増えて187
人です。一時保育対応児童数も63人増えて171人です。「産休・育休中」「第１希望のみ」「求職活動中」「一
時保育対応」児童数は計2166人にのぼります。真に待機児童をゼロにするにはこれらの数を待機児童にカウ
ントし、見合う整備計画を立てるべきと考えますが伺います。
公立保育所の民営化について
　各区３箇所のみ「新たな公立保育所」として残し、後は民営化を推進する計画ですが、人口増加が続いて
いる中原区では、2016年４月時点で公立６ヵ所、定員610人に対し、公設民営を除き、民間保育所が55ヵ所、
定員4195人にものぼります。民間保育所ばかりが急増するなかで、公立保育所が次々民営化され、民間保育
所への支援や人材育成、地域の子育て支援を担う「新たな公立保育所」が各区３ヵ所で同じ箇所数では支援
しきれません。公平公正というのなら、各区の状況に応じて「新たな公立保育所」を増やすべきと考えます
が伺います。ゼロ歳から２歳児までを対象とする「地域型保育施設」は新年度には50ヵ所、定員は524人と
なる予定とのことですが、３歳児以降の保育の継続、保育内容支援、乳児検診、代替保育等のために連携保
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育施設が必要になります。この点からも公立保育所の民営化計画こそ今一度見直すべきです。伺います。
保育士の確保対策について
　国の宿舎借り上げ事業について、先の議会において子ども本部長は「保育所の設置者が職員宿舎を借り上
げた住宅の家賃補助事業で、１箇所、月８万２千円を上限とし、国２分の１、市と事業者４分の１ずつと規
定。事業者の意向を踏まえ、具体的に検討するということでした。検討状況を伺います。活用する事業者の
見通しと事業者からの問い合わせ、要望について伺います。新年度からの実施についても伺います。
保育所保育料の見直しについて
　行財政改革に関する計画素案に受益と負担の適正化の観点からの見直しに向けた検討・調整を行うとあり
ます。2011年度に保育料の見直しが行われ、国基準保育料に対する保護者負担割合を2011年度66.4％から、
段階的に引き上げ、2014年度に75％にするとしました。2012年２月の市民委員会資料によると、75％の場合の
保育料増額の見込みを約６億８千万円としていましたが、2014年度の実際の保育料増加額は、2011年度比で2
3億６千万円余とのことです。その差異の理由及び現在の保護者負担率について伺います。また、今年度の政
令市の保護者の負担割合の状況について伺います。今後の保育料見直しの理由と検討の具体的内容を伺います。
子どもの貧困対策について
　わが国の子どもの貧困率は2013年に16.3％となり、６人にひとりのこどもが貧困状態に陥る過去最悪の事
態になっています。１人親世帯の54.6％、二人に１人の割合で貧困が広がり、母子世帯の84.8％が生活が苦
しいと答えています。これは先進国の中で最悪の状況であり、子どもの貧困が子どもの成長にもたらす影響
を考えると根本的な解決策が急務です。基本的には、子どもを育てる生活困窮世帯に対し早急に生活保護に
つなげることが必要です。同時に本市の就学援助の充実が必要です。
就学援助の拡充について
　義務教育における保護者負担額は小学校では６年間で38万円余、中学校３年間では25万円余という大変な
負担です。川崎市の就学援助の認定基準は生活保護の1.0です。子どもの貧困問題が深刻になるなかで、受
給基準を今こそ生活保護基準の1.2倍から1.5倍に見直すべきです。さらに支給項目についても体育実技用具、
生徒会費、PTA会費、学用品・通学用品等を拡充すべきです。伺います。また、前市長が「行革」の一環と
して廃止した、ランドセル支給・文具券などの入学援護、修学旅行の支度金補助、卒業アルバム代補助、メ
ガネ支給を復活すべきです。伺います。
川崎市における子どもの貧困対策について
　2014年に「子どもの貧困対策推進法」が施行され、「子どもの貧困対策に関する大綱」が策定されました。
仮称「子ども未来局」の提案がされていますが、担当部局を明確にし、学識経験者等の専門家や、貧困を含
む困難なこどもの居場所つくり等の支援を行なっているNPO法人や庁内関係部局等が連携し、横浜市の「子
どもの貧困対策に関する計画策定連絡会」のような組織を設置すべきと考えますが伺います。
　国は、こどもの生活実態に関する初の全国的な調査を実施する方針を固めたと報じられました。「貧困の
連鎖を断ち切る対策」の策定のために、まずは、保護者の所得、食事の回数、生活環境が影響とされる虫歯
などの健康状態、地域で頼れる人の数等、実態調査をすべきと考えますが伺います。
子どもの居場所づくりについて
　大綱は、「ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもの居場所づくりに関する支援と学習支援も行なう」とし
ています。国は、実態調査を受けて市区町村が行なう事業もモデル化し助成するとしています。生活困窮世
帯が広がる中で、まともに食事が食べられない、母親がトリプルワーク等で夜、子どもだけで過ごす家庭が
少なくないと聞きます。そんな子どもたちのために活動が始まっている東京の豊島区や練馬区、池袋等の「子
ども食堂」のとりくみが注目されています。本市でも生活保護家庭等の学習支援は中学３年を対象に全区に
広がり、中には夢パーク内の「フリースペースえん」のように中学２年生から行っているところもあります。
生活保護家庭の学習支援の対象を中学l、２年生にも拡充すべきと考えますが伺います。さらに、ひとり親



－ 66 －

家庭、生活困窮世帯等の子ども対象に、放課後の居場所の提供、学習支援、食事の提供等を行なう居場所づ
くりの取り組みをすすめるべきです。見解と対応を伺います。
教育をめぐる環境の整備について
新たな総合計画・第一期実施計画素案の10年戦略のうち、戦略２・「分かる」授業の実現に向けた取り組み
等教育改革の推進について
　すべての子どもが「分かる」授業の実現に向けた習熟度別学習等の推進とあります。具体的施策の展開の
なかでは、2014年度から2016年度で「きめ細かな指導・学び研究推進の研究」を総括したうえで、研究成果
を活かした、習熟度別学習などきめ細かな指導・学びの推進とあります。まだ、３年間の研究結果もでてい
ないのに、習熟度別学習が先にありきとはどういうことなのか、伺います。
　授業がわからない子がわかるようになることは大切なことですが、多くの現場教員が実感しているのは「分
かる生徒の分かり方は一様だが、分からない生徒の困難は個別で多様」ということです。教員の数を大幅に
増やさないで習熟度別学習を実施しようとすれば、結果的に「分からない子」は分からないままで、「でき
る子」だけが高度な内容でどんどん進めるということになるのではないでしょうか。
　教室での学習というのは、先生から教えてもらうだけではありません。友達の答えを先生がほめたり、友
達が間違いを指摘されたり、いろいろな友達の発言を聞いて納得したりということで理解を深めていくこと
は様々な場面であるのではないでしょうか。教室でのダイナミックな学びあいというのは多様な子どもがい
るからこそできるというのが多くの先生の実感ではないでしょうか、そのためにも１クラスの児童・生徒数
を少なくする少人数学級の実現こそ、求められていると思います。伺います。
中学校給食について
　文科省の学校給食衛生管理基準では「調理後２時間以内に生徒が喫食できるようにする」「検食は児童生
徒の摂食開始時間の30分前までに行うこと」となっていますが、当初発表された南部学校給食センターから
の配送時間が１時間20分もかかる学校があったことから、配送ルートの見直しを求めた結果、一部の学校で
配送時間が変更されました。それでも配送時間が１時間前後かかる学校が複数あることは、交通渋滞や事故
など不測の事態を考えると心配です。他学校経由の学校やセンターから距離の遠い学校などは更なる配送
ルートの見直しや各センターの対象校の見直しが必要と考えますが、伺います。
　小学校給食調理業務委託共通仕様書は、運搬及び回収業務について「食器・食缶などすべての給食を各担
任に直接渡す」「その間、空白の時間をつくらないよう各階に運搬車及び給食を監視する者を必ず配置する」
とされ、実際、昇降機で各階に運ばれ、調理員などが各階で渡しています。これは異物混入防止など安全対
策を徹底するための重要な取り決めと考えます。この取り決めの経過と目的について伺います。中学校給食
でも、この仕様書と同じ水準の運搬のルールを作るべきです。伺います。
　文科省の学校給食栄養士の配置基準では生徒数550人以上の学校で１名配置ですが、センター給食の場合
は6001食以上で３名、あとはいくら食数が増えても、１万５千食の給食センターでも栄養士は３名です。小
学校給食における栄養士は、学校で子どもの命を守るために、食物アレルギーをもつ児童の保護者との面談・
連絡、給食の調理についての打ち合わせ、担任や校内への連絡調整等、きめ細かい対応に不可欠の存在になっ
ています。中学校給食でも、センターの栄養士だけでなく、小学校と同じように各学校できめ細かな対応に
不可欠な栄養士をせめて２校に１名でも、市独自の増員で配置すべきです。伺います。
障がい者施策について
重度障害者医療費助成制度について
　行財政改革に関する計画素案に「高齢化による対象者の増加や神奈川県の助成制度見直し等により、財政
負担が大きくなっているため、持続可能で安定的な制度構築が必要になっている」として「重度障害者医療費
助成制度のあり方の検討」が挙げられています。神奈川県では、一部負担金を導入、所得制限、年齢制限を
実施してきましたが、川崎市では完全無料化を守ってきました。重度障がい、経済的困難などを抱えながら懸
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命に生活している方々の命綱である制度の後退は一層厳しい状況に追い込む事になります。重度障害者医療に
財政上で問題にすることは間違っています。重度障がい者の負担を増やすことは止めるべきです、伺います。
障がいのある青年たちの学校卒業後の夕方支援について
　障がいのある小中高生に向けた支援事業は平日午後６時頃までの家庭以外での生活環境が整ってきている
一方、18歳になると夕方の生活の場の確保ができず、ケア支援の体制が極めて不十分となります。こうした
中で保護者の負担増大や就労が継続できないなど深刻な状況です。市が実施したアンケート調査では、延長
支援について生活介護事業所は「必要」「どちらかといえば必要」が合わせて67％を占めています。しかし、
必要性を認めながら実施できない理由として「職員体制が組めない」「人件費の確保が難しい」が上げられ
ています。こうした状況を受け、さらに実態把握を行なうとしています。実態調査の状況と、一刻も早い、
障がいのある青年たちの夕方支援の拡充を図るべきです、伺います。
高齢者福祉について
地域包括ケアシステムの推進体制について
　地域包括ケアシステムは、2014年の「地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律」の
改定において、「地域の実情に応じて、高齢者が可能なかぎり、住み慣れた地域でその有する能力に応じて
自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が
包括的に確保される体制をいう」と、高齢者を対象にしたものとして、定義されました。
　ところが今年３月策定の「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」では、「高齢者を始め障がい者や
子ども、子育て世帯等に加え、現時点で他者からのケアを必要としない方々を含めた『全ての地域住民』を
対象としてその構築を推進します」としました。対象を拡大した理由と全国で子どもから障がい者までの全
ての地域住民を対象とする「地域包括ケアシステム」の方針を打出した自治体があるのか伺います。
　児童福祉法、障害者総合支援法、医療・介護確保法等、法律が相次いで改定されるもとで、それぞれの分
野を熟知した職員への要望が住民から寄せられることもある中、包括した「全ての地域住民」に拡大したこ
とで、事業展開が逆に不鮮明になり、これまでの高齢・障害課、児童家庭課、地域保健福祉課などがそれぞ
れ積み上げてきた専門性の継続と連携をどのように図るのか見解と対応を伺います。
区役所における地域包括ケアシステム推進体制について
　保健福祉センターを「総合調整機能」、「地域支援機能」、「専門的支援機能」と再編するとしています。「子
ども、障がい者、高齢者を一体的に」という名の下に、それぞれ配置されていた専門職種が統合されること
により、よもや減らされることがないと考えますが伺います。逆に、人員増がなければ機能の推進は出来な
いと考えます。『行財政改革に関する計画素案』では、「地域包括ケアシステムの構築による増員」と、記述
していますが、増員する部署、職種、人数をお示し下さい。
　「地域支援機能」担当部署のブロック、地区、地区担当の職種と１地区あたりの人数及び全市の想定する
人数、具体的な業務を伺います。
　地域において、支援を必要とする人への対応についてですが、たとえば足腰が弱っている独居高齢者で区
役所まで自力で行けない方、情報が入っていない、行政ともつながりがない障がい者の方、要保護家庭など、
支援が必要でも自ら区役所に行けない住民への対応を、区役所がまず出向いて訪問し、対応すべきと考えま
すが伺います。
「児童家庭相談サポート」担当を「地域包括ケアシステム」の一体的な地区担当に移行することについて
　2013年度に児童家庭係から児童家庭課に位置づけ、保健師、保育士、心理職、社会福祉職等他職種が協働
して児童家庭の専門相談機能をになう「児童家庭相談サポート」担当を設置し，区における児童家庭相談の
専門機能を発揮してきました。妊婦相談、産前・産後の母子支援、乳幼児育児相談、子育て支援、不登校等
子どもに関わる相談、「要保護対策地域協議会」の運営、児童虐待対応等の個別相談をつみ重ね、特に児童
虐待対応における児童相談所との連携体制をつくるのに、現場では１年は係ったと聞いています。川崎市の
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虐待通告，相談件数は毎年増加の一途です。折角積み上げてきた『児童家庭相談サポート』担当を解体し、
包括ケアシステムの中の全ての市民ニーズのなかに混ぜ込むのではなく、構築してきた体制を維持し、強化
することこそ必要です。「児童家庭相談サポート」担当を児童家庭課として残すべきです。伺います。
　子ども支援室も解体され、企画調整担当部門は包括ケアシステムに移行、これまで、『新たな公立保育所』
がになう・地域の子育て支援・民間保育所への支援・公民保育所への人材育成などの取組を推進、支援して
きた運営管理担当，運営支援担当部門は（仮称）子ども未来局に集約される計画とのことです。これまで私た
ちは、機能が増大した当該の「新たな公立保育所」にも、人員を増やすべきと一貫して求めてきました。先の
９月議会で、こども本部長は『業務内容を踏まえ職員配置を含めた組織・機能の充実に向けて関係局と協議す
る』と答弁しました。来年度以降，新たな公立保育所に体制強化すべきです。伺います。医療的ケア機能を新
たに負荷する方向性を示していますが、看護師の独立配置は不可欠です。新年度の体制について伺います。
　児童虐待に関連して児童相談所の通告や相談が増え、複雑化するもとで、地区担当ケースワーカーの持ち
ケースが年々増えています。一人当たりの平均担当ケース数は、2014年度99人から15年度118人と増えてい
ます。この間人員増を求めてきましたが対応を伺います。
保健所体制の構築について
　保健所本所を本庁に置き、各区保健福祉センターにこれまでと同様の保健所機能を備えた支所を設置し、
引続き地域に密着したきめ細かな対応を図るとのことです。地域保健法によって保健所の所長は、医師職と
定められています。支所にも医師職を配置することになっていますが、保健所支所となっても、医師職が従
来の保健所所長と同じ、「必置」であると理解してよいか伺います。
介護予防・日常生活支援総合事業について
　改定介護保険法により、要支援者の訪問介護、通所介護が市町村の総合事業に移行することは避けられま
せんが、私たちは、移行してもホームヘルプ、デイサービスを必要とする全ての要支援者が利用できる総合
事業の仕組みを市の責任でつくることを求めてきました。2016年度は総合事業へ順次移行、17年度から完全
移行する総合事業の概要が示されました。
本市の介護報酬の考え方について
　第６期の国の介護報酬の改定で、今年度から介護予防の訪問介護も通所介護も大幅にひき下げられ、介護
事業所等が運営の困難や人材確保の深刻化が懸念される中、総合事業の本市の介護報酬は、現行相当サービ
スは「現行介護報酬」の95％、基準緩和サービスは同じく70％、スーパー基準緩和については「報酬なし、
原則広告・宣伝のみ」の案が示されました。第６期で引き下げられた現行介護報酬のうえに、さらなる引下
げで，事業者は報酬単価の高い重度者にシフトせざるを得なくなり、ゆくゆくは要支援者が必要なサービス
が受けられなくなるのではと危惧します。引き下げるべきではありません。伺います。
　総合事業は「国が設定する費用の上限管理による事業運営」となり、国の上限は、事業開始前年度、本市
では今年度の予防給付、介護予防事業を元に算定することになる。総合事業への移行が進まなかった時には、
「2019年度にはサービス費が国の上限額を超えてしまうことが予想される」としています。しかし、総合事業
は市の事業です。量も質も担保された介護予防の訪問介護や通所サービス費用は、確保すべきです。伺います。
地域包括支援センターの体制強化について
　相談者に総合事業の制度の趣旨やサービス内容など十分な説明が必要になります。また、地域包括ケアシ
ステムの推進体制においても、担う役割が強化され、従来よりさらに業務が増大することは明らかです。９
月末現在の高齢者人口に照らし、増配置の基準としている5500人以上の担当圏域のか所数と増員の確保状況
を伺います。業務量の増大と高齢者人口の増加に見合う人員の「増配置基準」を見直し、運営費の補助を増
やし，体制を強化すべきと考えますが伺います。
高齢者外出支援乗車事業制度について
　フリーパスで年度推移を見た場合、１ヵ月から１年定期の購入数は述べで2012年度11万6832枚、2013年度
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で12万5762枚、2014年度では12万9035枚が購入され、全体では18万人に利用されています。2013年度の川崎
市高齢者実態調査では、約２人に１人は「ほぼ毎日」外出しているとの結果になっています。この外出にど
れだけ高齢者外出乗車事業が役立っているか計り知れません。健康寿命の延伸にも寄与しているのではない
でしょうか。外出すれば買い物もします。経済波及効果もあると考えますが、この事業が果たしている効果
についてどう捉えているのか、伺います。
特別養護老人ホーム増設について
　2015年10月１日の特別養護老人ホームの入所待機者は5035人、依然5000人を超えています。高齢者数に対
する待機率は人口百万人の政令都市では広島市と並び最悪となりました。お隣の横浜市の高齢者人口では川
崎市の３倍以上ですが待機者は川崎市より少ない4698人です。川崎市の待機率は横浜市の3.3倍にもなりま
す。６期整備計画の4712床が達成したとしても、現在4212床ですから、2017年度までわずか500床の増床し
かありません。抜本的な上積みを図るべきです、伺います。
議案第171号川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例について
　条例制定の趣旨にあるように、「川崎市の中小企業は事業所数の99.6％、従業員数の76.9％など市内企業
の大半を占め、地域社会に欠かせない存在である」と位置づけています。まさに市内中小企業は「市内経済
の主役」です。しかし、経済センサス調査結果によると、９人以下の小規模事業所は、2012年に比べて企業
数470事業所、1149人減少しています。つまり、従業員９人以下、特に２～３人の小規模企業で深刻な実態
がより広がっていることを示しています。こうした実態を踏まえ、実効性のある支援を講じることが求めら
れており、そうした観点から以下質問していきます。
前文の規定について
　条例制定の趣旨にあるとおり、前文の中でも、市内中小企業・小規模企業を市内経済の主役としての位置
づけを明記すべきです。伺います。
　国も、小規模企業振興基本法を整備して、小企業者を含む小規模企業について、事業の持続的な発展を図
ることを位置づけることや小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定めました。つま
り、小規模企業については、特段の支援が必要なことを明確に位置付けるべきと思いますが、伺います。
　中小企業の活性化を行なうことが、市民生活とどのような密接な関係があるのかを表す上で、雇用の位置
付けは欠かせません。商工会議所から提案された内容でも、「市民の雇用」「市内の雇用」という記述が見受
けられ、雇用対策としても位置付けられており、前文にも明記すべきです。伺います。
　第４条、市の責務についてですが、先行する自治体の条例には「中小企業振興の施策を実施するに当たっ
ては、中小企業に関する実態調査を行う」という規定が含まれています。実態調査なくして、実効性のある
施策の作成、展開はできないと考えます。実態調査の規定を明記すべきですが、伺います。あわせて第21条、
調査及び研究についても、実態調査についての規定を盛り込むべきと思いますが、伺います。
　第７条、大企業の役割についてですが、中小企業に関連する団体加入を盛り込まれたことは、大型店の商
店街加入の課題を位置付けた点で評価できるものですが、下請けいじめなど不公正取引の是正という点から、
他都市にあるように「大企業の社会的責任」等の規定を盛り込むべきと考えますが、伺います。　
　第15条、経営基盤の強化及び小規模企業者の事情の考慮についてです。２項において「経営資源の確保が
特に困難であることが多い小規模企業者の事情を考慮する」という条文が盛り込まれていますが、「事情の
考慮」の中に、格差是正、不公正取引の是正については含まれているのか、伺います。
　第16条、地域の活性化の促進についてですが、まちづくりで考えれば、大規模工場跡地のような所に大型
集合住宅と大型店ができて活性化したように見えても、中小企業の活性化につながっているとは思えません。
また、住工混在地域にマンションができれば地域は活性化しますが、中小企業にとっては操業環境は悪化し、
操業し辛くなります。市内中小企業が活性化すればその地域が活性化することは理解できますが、地域の活
性化が中小企業の活性化に資するとする根拠について伺います。
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　第17条、人材の確保及び育成についてですが、事業展開に必要な人材の確保が困難であることが多い中小
企業者の事業を踏まえた施策推進として、（１）では何故、「若者、女性、高齢者等」の「就業を希望する者」
と限定しているのか、伺います。
　（２）の「勤労を重んじる態度を養うに資する」とはどういうことなのか、伺います。
　第22条、中小企業の活性化に関する施策の実施状況の検証について、川崎市産業振興協議会の意見を聞く
ことになっていますが、そもそも、産業政策全般を協議する場になっており、中小企業施策の検証を目的と
している組織でないと考えます。
　商工会議所案では、別組織として「中小企業活性化審議会」を置くことを規定しています。条例に基づく
検証組織を立ち上げるべきと考えますが、伺います。その際、業種別、業種規模別、特に、第15条では小企
業への配慮規定があるわけですから、小企業の代表者も対象にすべきです。伺います。
入札の改善について
　この間、入札中止案件が続いていますが、技術職員の育成が急務になっています。
　行財政改革計画素案においても、まちづくり局では、「建築職職員の長期的な人材育成」の課題の中で「設
計・積算や工事監理業務について、技術職員の技術継承が長年の課題となっている」としています。しかし、
「市営住宅における設計・監理業務執行体制の見直し」では、工事監理業務委託の試行結果を踏まえて、民
間部門や公社への委託化を継続して進めます」としています。公共施設のいろはの「い」である市営住宅の
設計・監理業務こそ、最もふさわしい技術継承の機会ではないでしょうか。それを民間部門や公社に委託す
るというのでは、技術継承の機会をみすみす手放すことになり、「建築職職員の長期的な人材育成」を目指
す方向とまったく矛盾するのではないでしょうか、見解を伺います。
正規雇用労働者の雇用を拡大する対策について
　厚労省の実態調査結果から非正規雇用が４割を超えたことが明らかになりました。非正規雇用の解消は喫
緊の課題です。
　川崎市では1997年から2012年までの15年間で非正規雇用は２倍になっています。非正規労働者の増大に伴
い、年収300万未満の労働者は31.5万人、市内労働者の44％、年収200円円以下の労働者は26.5％、19万人に
のぼっています。深刻なのは、所得の低い労働者が大幅に増え、年収100万～199万円の階級では1.6倍にも
増加していることです。しかし、新総合計画にも基本政策の中にも「非正規雇用」という文言や問題意識、
対策がありません。
　東京都の舛添知事は「働く人の３分の１が非正規というのは尋常ではない」と述べ、「非正規の方々への
転換を強力に推し進めていく」と所信表明。「長期ビジョン」の中に「非正規雇用対策」をかかげました。2
017年度までの３年間で15000人の非正規労働者を正規雇用にするという数値目標を掲げ、今年度は26億円の
予算を計上しています。本市も総合計画に「何年度までに何人の非正規を正規雇用に」など数値目標を明確
にし、具体的な対策を掲げるべきです。伺います。
　また、東京都は、今年度から、「正規雇用等転換促進助成制度」を実施しています。企業が、一人の非正
規労働者を正規化した場合、国の助成金に都独自分を上乗せして、最高100万円を助成する制度で、目標は1
500人です。「東京都若者応援宣言採用奨励金」では若者の採用・育成に積極的な中小企業が、新卒者を除く
35歳未満の非正規労働者を正社員として採用し、６ヵ月を超えて就業した場合、一人あたり15万円を企業に
奨励金として支援するものです。目標は1000人で、一企業あたりの助成金に上限はありません。他にも就職
氷河期世代の非正規労働者の正規雇用化など、いくつもの正規雇用を増やす施策を打ち出しています。
　　政令市でも、北九州市は、2013年度から市内企業の新分野進出等に伴い、企業が44歳以下の求職者を正
規雇用にした場合、１人につき最大90万円の助成を行なっています。2014年度は10社がこの事業を利用し、
15人が正規雇用に結びつきました。京都市も同様な対策をとっています。川崎市でも、市独自の支援策を立
ち上げ、非正規労働者を正規にする施策を推進すべきです。伺います。
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高校生の中退対策・就労支援について
　実施計画素案に示された「定時制生徒の将来の自立に向けた、学習や就職等の相談・支援の充実」につい
て伺います。「居場所づくり」とあわせた学習支援と専門スタッフによる就労支援を行い、職業的自立をは
かるものとのことです。
　　先日、高校中退者等アウトリーチ事業や若者サポートステーションなどの委託事業を行っている佐賀県
のNPO法人を視察しました。高校中退者支援の現場では、貧困やいじめ・虐待など複合的な深刻な問題を
解決しなければ前に進めないとのことで、そのために心理・教育・福祉・医療など幅広い専門スタッフの協
力とともに、支援機関のネットワークをつくり、対象者の状況に応じ生活困窮者自立支援制度や若者サポー
トステーションなどに繋いで問題解決に導いているとのことです。
　本市の事業も、職業的な自立を目的とするのであれば、生徒が抱える複合的な問題の解決に踏み出すこと
が必要です。問題解決のための領域横断的な対応をすべきと考えますが、見解を伺います。どのような専門
スタッフを配置し、どのような体制で行う予定なのか、伺います。
　定時制高校では、経済労働局による2013年度の就労支援モデル事業、健康福祉局による今年度までの「カ
フェ事業」が行われましたが、これらの経験はどのように来年度の事業に生かされるのでしょうか、伺いま
す。これらのモデル事業などで、高校に専門スタッフを配置し中退や未就職を防ぐ取り組みの有効性はすで
に明らかです。１校だけでの実施ではなくすべての定時制高校で取り組むべきです。伺います。
ワンルームマンション建設の規制について
　７月31日まちづくり委員会の審議において、条例化も視野に規制強化に向けて検討を進めていることを明
らかにしました。委員会の審議の中で、23区内での規制強化によって、都心で建設が抑えられる中で、規制
の緩やかな川崎がターゲットにされていることが確認されています。まちづくり局長は、「ワンルームマン
ションの最大の問題は、管理が行き届かず、周辺の住環境に影響している」として、局として要綱の見直し
や条例化も視野に入れた見直しを検討しているということです。その矢先、川崎区浜町においても、136戸
のワンルームマンションが計画されており、規制前の駆け込み申請が起こっています。年内に方向性を取り
まとめるということですが、すでに５ヵ月目を迎え、待ったなしの状況です。改めて伺います。
　駆け込み申請に対して前倒しで指導することについても行うべきと思います。
　事前の調査では、当面検討している規制の内容については、周辺環境への配慮町内会への加入と管理人の滞
在時間の延長等とのことですが、少なくとも都内での規制と同様に、ファミリータイプを含めた計画とし、長
く住み続けられるような住宅の質を確保する計画となるような規制内容も盛り込むべきと思いますが、伺います。
　ワンルームマンションは、明らかに投資目的というところがあり、さらに周辺住民を不安にしています。
投資目的に対する規制については、局だけでは対応できないとうことですので、これについては、三浦副市
長に対応を伺います。
羽田連絡道路について
　財政収支計画において、総事業費300億円ということが示されました。その根拠については、どのような
試算に基づくものなのか伺います。材料費高騰など、現時点における試算では、更に引きあがる可能性があ
りますが、見解を伺います。この費用には、アセス並みの環境影響調査なども含めるのか伺います。
　財政局長は、連合審査会で示された「大規模事業一覧」による、今後6230億円を超える残事業費見込み額
について、「財政支出は十分耐えられる」と発言。新聞でも、「市は『行革なしでも大型事業を含めた費用を
賄える」とした」と報じられました。これだけの公共工事等を想定しているのか伺います。市債残高の推移
について資料を見ても、１兆円を超える残高で推移しています。これは、これらの残事業といわれるものを
含めているのか伺います。
京浜３港連携について
　阪神港はすでに、昨年の10月から港湾運営会社を設立し、神戸市、大阪市の港湾運営会社を分社化して、
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経営統合しました。先般、発表された京浜３港については、東京都は国の出資を嫌って経営統合を見送りま
した。当面、横浜市の港湾運営会社を分社化し、（仮称）京浜港港湾運営会社を設立し、国と川崎市、横浜
市が共同出資するということですが、川崎市のコンテナターミナル運営は、これまで指定管理者として運営
してきた臨港倉庫（株）を含めた共同事業体で運営を行うということです。そもそも、臨港倉庫が運営でき
るのに共同事業体として運営すること、そのために、港湾運営会社を立ち上げ、出資までするとなると、何
のための３港連携なのでしょうか。川崎市にとって、３港連携は必要ないということになります。見解を伺
います。以上で質問を終わります。

【意見要望】
新たな公立保育所について
　各区３箇所の「新たな公立保育所」について、各区で民間の認可保育所や、認定保育所など、対象となる
園数及び職員数が大きく異なる状況にあることから、ブランチ園の新たな設置や担当職員の適切な配置など
を検討してまいりたい」との答弁でした。事例として先ほど中原区をあげましたが、そのほかの区において
も、民営保育所が37箇所の高津区、33箇所の多摩区なども含め、検討することを求めておきます。
新たな公立保育所の体制の強化について
　区役所の子育て支援室の、運営管理担当、運営支援担当が「（仮称）子ども未来局」へ移行に伴い、保育士、
栄養士、及び看護師の専門職が持つノウハウをより一層生かすことができる組織・機能の体制整備を進めて
いるところです」という答弁でした。地域の子育て支援、公民保育所の人材育成、民間保育所への支援、医
療的ケアをになうに必要な専門職種の増配置を強く求めておきます。
【再質問】
小児医療費助成制度について
　一部負担金の理由として「医療機関への適正受診」などの観点から導入するとの答弁でした。「適正受診」
とは窓口負担を無料にすると必要ないのに医者に行く人が増える、「頻回受診」を抑制するという考えですが、
無料化あるいは一部負担金を導入している他の自治体などで、実際に頻回受診が起きている実例や、一部負
担金の導入によって頻回受診を抑制する効果が見られた事例が具体的にあるのか、市長に伺います。
　共働きの子育て世帯が急速に増えるなか、子どもの具合が悪くても医者に連れて行く時間をつくるのも大
変という家庭が増え、しかも、感染症やウイルスがうつされる心配もある小児科・病院に、必要以上に子ど
もを連れて行く親はいないのではないでしょうか。また、医療費増大を防ぐために一部負担金を導入すると
いう考えですが、受診を我慢せず、病気がひどくならないうちに医者に行ける環境をつくることこそ、重症
化を防ぎ、医療費増大を防ぐことにつながります。子育て世帯の生活実態を調査することなく、一部負担金
を導入する理由として、適正受診＝頻回受診対策を持ち出すことはやめるべきと考えます。市長に伺います。
「分かる」授業の実現にむけた取り組み等教育改革の推進について
　2016年度までの研究を総括したうえで、研究成果を活かした習熟度別学習などきめ細かな指導・学びの推
進とあります。少なくとも来年度まで研究をやってから、その先の方向を示すということではないですか。
総括もなしで、習熟度別学習先にありきとはどういうことか、ということについて答えがありませんでした。
再度、伺います。
　きめ細かな指導を行う授業形態について、４つの形態が示されているのに、何故、そのなかの習熟度別学
習が特出しされるのか、伺います。
　2014年度実践集によれば「どうして自分は○○コース？○○コースだとよい評価にならないのかなあ」
「コースによって劣等感や優越感が生まれたりしないかしら？○○コースでは学力がつかないのでは…どう
してウチの子は○○コースなのかな？」―習熟の程度に応じた指導を行うに当たり、児童生徒や保護者のこ
うした不安や疑問を解消することが必要です、と書かれています。
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　「習熟の程度に応じた編成でも、遅れの見られる児童には、さらにきめ細やかな指導が必要だと判断しま
した」とも書かれています。習熟度別学習でも教職員の加配が必要です。「分かる授業」はこんな複雑なこ
とを学校現場に押し付けなくても少人数学級を実現すればやれることだと思います。さらに分かる授業をす
すめるだけが学校教育の役目ではありません。児童生徒の全面的な人格の形成が教育の果たす大切な役割で
すから、少人数学級こそ推進すべきです。伺います。
中学校給食について
　小学校給食では、異物が混入する恐れなどから、運搬業務では、調理員が食器・食缶などすべての給食を
各担任に直接渡す、そういう委託契約の仕様になっているとの答弁でした。ところが中学校給食では、中学
生は心身の発達が著しい時期で、体力も身についているから、運搬は生徒自身が行なうとの答弁でした。異
物混入防止など安全対策をどう徹底するかという問題が、体力的に中学生は自分たちで運べるかどうかとい
う問題にすり替えられているのではないでしょうか。
　小学校では「空白の時間をつくらないよう各階に監視する者を必ず配置する」、担任がいる各教室に給食
が届くまで大人からの死角をつくらないということです。先日、宮前区の中学校を視察した際、学校内に死
角が多いことから異物混入を心配される校長先生もおりました。こうした異物混入防止の安全対策を徹底す
るための方策・ルールについて、中学校給食の実施ではどのように具体化するのか、伺います。
大規模事業一覧に関連して
　「大規模事業一覧」として示された資料については、財政局として同様に考えていると理解していいのか、
財政局長に伺います。
　川崎縦貫道路整備事業、国道357号線の事業、横浜市営地下鉄３号線延伸事業など、具体的な事業と総事
業費が示されていますが、この表について記載しているものは、財政局としても同様に考えているというこ
とですか、伺います。
地域包括ケアシステムについて
　はじめに「地域支援機能担当部署」の地区担当の配置についてです。
　中学校区相当の規模の範囲を担当する地区担当は、「住民のセルフケア意識の醸成と、市民全体の支えあ
いの地域づくりを支援するとともに、ケアを必要とする方への専門的・効果的な支援へとつなげるための役
割を担う」としています。地区担当員は保健師で、１地区２名程度、全市で40～50程度の地区数となるとの
ことです。児童家庭課に配置されている保健師は、先に述べたように、妊婦相談、産前・産後支援、母子支
援、乳幼児健診、要保護家庭支援と要保護対策協議会、虐待対応、児童相談所との連携にいたるまで、まさ
に、生まれる前から、周産期、新生児、乳幼児から学齢期、18歳までの専門的役割をになう職種です。児童
家庭課の保健師の配置数はこれまでと同様にし、地区担当の保健師に移管すべきではありません。伺います。
　そのうえで、地区担当の保健師は80名から100名程度必要と考えているとのことですが、充当の見通し及び、
不足する人数について、人員増で確保すべきと思いますが伺います。
　児童家庭課に配置している助産師についてですが、地域の助産院や産婦人科医、産後ケア事業を委託して
いる助産師会との連携や、特定妊婦さんの相談支援、母子保健の役割から、これまでと同様の配置とすべき
と考えますが伺います。
　次に、包括ケアシステムを推進するうえで、大きく業務変更も伴う組織機構が変わる中で、どれだけ職員
の意見を把握、集約しているのでしょうか。伺います。
職員への周知と研修については12月からの実施になっていますが、年度末の仕事が増大する中で、たった４ヵ
月間で、混乱なくスムーズに移行が進むのか、たいへん懸念するところです。さらに、市民への周知もされ
ていない中で、市民サービスが停滞することはあってはなりません。不十分なまま2016年度から実施するの
でなく、市民への周知を含め、十分な検討と準備をしてから、少なくても、実施を１年先送りにすべきでは
ないでしょうか。伺います。



－ 74 －

京浜三港連携について
　港湾局長は、「東京都の意向も汲む」と東京都に配慮する答弁ですが、新聞報道では、11月30日、東京都
港湾局は、国際コンテナ戦略港湾政策に関連し、京浜港での港湾運営会社参画を東京港が当面見送るなど、
都議会経済港湾委員会で報告したと報じています。東京港埠頭会社は、特例会社としての指定を失効し、特
例会社として現在受けている行政財産の貸付、施設整備に関する８割の無利子貸付など支援措置もなくなり、
港湾運営会社だけに認められている集荷補助制度の活用も出来なくなります。それでも、東京都は、独自路
線に舵を切りました。川崎市においても、これまでの指定管理者において運営を続けることは可能であり、
（仮称）京浜港港湾運営会社を立ち上げに出資する必要が無いと思いますが、伺います。
【再々質問】
中学校給食について
　「生徒が教室まで運搬するので」「外部の者が異物を混入し得る空白を生じることなく、安全・安心に給食
を提供できるものと考えている」との答弁でした。ということは、何かあったら生徒の責任ということにな
ります。宮前区の中学校の校長は学校内に死角が多いことを心配されていました。
　校舎の形状、生徒数など学校の条件は様々です。学校の実情をよく聞き、配膳室だけでなく、学校によっ
ては各階に配膳員を配置するなど、増員が必要と思いますが、伺います。
小児医療費助成制度について
　市長の答弁では、小児医療の分野では医療費助成と頻回受診の関係について具体的な実例を示すことがで
きませんでした。
　そもそも「子育ての不安を解消し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを進めていく上
で大変重要な子育て施策」と位置づけて助成対象年齢を拡充するのに、それと同時に、受診する患者が増え
ることや小児科医師の疲弊を心配し、受診を抑制する目的で一部負担金を導入するということは、拡充する
目的・理念とも矛盾するのではないでしょうか、市長に伺います。
大規模事業に関連して
　財政局長は、「6,230億円については、これまでの本市の投資的経費の実績からすると決して無理のあるも
のではない」、「今後の市債残高の推移についても新規の投資的経費については全てを反映し、それ以外の起
債についての過去の実績を勘案して折り込み、この範囲内で一定程度反映されたことになる」と答えました。
　しかも、財政収支計画では、新たな行革効果は見込まずに、今後の6,230億円もの大規模事業を見込んでも、
「これまでの本市の投資的経費の実績からすると、決して無理のあるものではな」く、今後の財政見通し素
案では、2019年度以降、黒字になることまで明確になりました。
　つまり、財政上からは、市民サービスをこれ以上削減する理由は、まったく説明できません。実施する理
屈が成り立たない行財政改革は、やめるべきです。市長に、伺います。
習熟度別学習に関連して
　「授業がわかる」ことは自己肯定感につながる、きめ細やかな指導や、より有効な指導形態や指導方法と
して、習熟度別指導を研究しているとのことです。
　すでに川崎市教育委員会は、少人数学級の実施により「担任の指導や配慮が行き届きやすく、多面的にき
め細かく児童生徒と関わることができた」「児童生徒にとって良好な学習環境を維持でき、児童生徒の学力
向上や人間関係にも良い影響があった」と、県に研究報告をしています。文科省は今年６月、財務省への反
論の見解で「学習集団が小さいほど正答率が高くなる傾向」「学習集団が小さいほど子どもたちの自己肯定
感が高くなる傾向」と指摘しています。先ほど習熟度別学習であげられた効果は、どれも学習集団が小さい
ことによる効果といえます。
　市内の小中学校の分会の要望をまとめた川崎市教職員組合の『学校教育白書』を読むと、現場の教職員の
声は、教材研究の時間が作れないなど学力向上への課題や、特別な支援が必要な生徒の増加、超多忙化によっ
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て病気寸前で限界ギリギリの状態で頑張っている現状など様々な理由から、教育現場からの最大の要望が「少
人数学級」であることは明らかです。教育条件や指導方法などの課題は様々ありますが、なによりも１学級
の児童数＝学級規模の大小ということが「教育条件の土台」ではないでしょうか、伺います。
【最後の意見】
　本市で作成したものではないといいながら、6230億円もの残事業費を含む「大規模事業一覧表」に対して、
何のためらいもなく「決して無理のあるものではない」と答えました。これは6230億円もの大規模事業をや
る財政力があるということ、つまり財政が厳しくないことを認めたものです。同時に、市民サービス切り捨
て、市民負担増の行革を行なう必要がまったくないことも明らかになったものです。道理のない行革はやめ
るべきだと強く求めて、あとは委員会に譲り、質問を終わります。

2015年第５回川崎市議会定例会代表討論（12月16日）

川崎市基本構想・川崎市基本計画について
　市長は今回の新総合計画の提案にあたり、「『安心のふるさと』『力強い産業都市』の調和を図り、市民が
愛着と誇りを持てる『最幸のまち　かわさき』をめざす」と強調されました。そのもとで提案された「基本
構想」「基本計画」です。
　いま川崎市民の生活実態はどうなっているでしょうか。1997年から2013年の16年間で労働者の平均年収は
70万円も減収となっています。川崎市では、1997年から2012年までの15年間で非正規労働者は２倍となって
おり、それに伴い、年収300万円以下の労働者は31.5万人、市内労働者の44％、年収200万円以下の労働者は
26.5％、19万人にのぼっています。深刻なのは年収100万円から199万円の階級では1.6倍にも増えているこ
とです。基本構想でいえば今後30年間を見通し、10年間にわたる施策を展開するにあたっては、こうした市
民の現状に心を寄せた構想・計画とすべきです。
　そのためにも、憲法でうたわれ、地方自治法第１条の２第１項に、自治体の責務として規定された「住民
福祉の増進をはかる」ことをしっかりと規定すべきと要求したのに対し、市長答弁は、「『安心のふるさとづ
くり』と『力強い産業都市づくり』による、成長と成熟が調和した持続的な発展が広く住民の増進につなが
るものと考えている」というものでした。
　「力強い産業都市」がつくられ、「成長と成熟が調和」すれば、「住民福祉の増進」が図られるというのは、
「市の経済成長がうまくいけば市民に恩恵が回ってくる」という発想で、逆立ちした考え方であるといわな
ければなりません。真正面から、「住民福祉の増進を図る」と位置づけ、その理念にもとづき、福祉施策の
充実を図る基本計画とすべきです。
　今回の総合計画では、日本全体の「少子高齢化のさらなる進展、人口減少への転換、生産年齢人口の減少」
を強調しています。総合計画の前提となる将来人口推計では、2030年152万人をピークに人口減少へと転換
するといいますが、30年後の2045年推計で146万人、今年の147万人から１万人少ないだけです。就業者人口
をみても、2010年度は64万人44.8％、2030年度は66万人43.4％で、就業者の割合はわずか1.4％低下するだ
けです。５年後の2020年に超高齢社会の到来といいますが、2019年以降は収支不足が解消する見通しです。
つまり、少子高齢化はマイナス要因ではないことを自らが認めていることになります。
　2014年度の川崎市の財政力指数は前年度に続き政令都市でトップであり、今後の財政見通し素案でも市の
歳入はほぼ右肩上がりで推移し、2019年度以降、黒字になることが明確になりました。減債基金の積立残高
は、毎年返済を行なっても2015年度末に1848億円、その後も毎年増え続け、2025年度には3000億円を超え、
一般会計の約半分に匹敵する額になるほど豊かです。代表質問のやり取りでも、連合審査会で出された「大
規模事業一覧表」の6230億円もの残事業費について「決して無理のあるものではない」と答えました。これ
は、川崎市には6230億円もの大規模事業をやる財政力があるということ、つまり財政が厳しくないことを認
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めたものです。
　それなのに、総合計画には市民の切実な要求を実現する施策の展開はきわめて不十分です。その一方で際
立っているのが、新たに互助を加えた、自助・互助・共助の強調です。これは、自助でまずやらせて、それ
でできないところを互助・共助、それでもできないところを「公助」でやるという、公的責任を非常に狭め、
自治体の果たすべき役割を限りなく後景に追いやる主張です。
　しかし、そもそも、「公助」としての自治体のナショナルミニマム保障の支えがあってこその自助・共助
です。「安心して住み続けられる川崎」といえるような構想・計画とするためには、市独自の福祉施策の充
実こそ求められているのではないでしょうか。総合計画に「住民福祉の増進」をしっかりと明記し、少子化
を克服するための子育てしやすい環境整備、高齢者の施策充実など市民要求実現を公的責任で拡充すること
を実施計画にしっかりと位置づけるべきです。
　ところが、市長は、福祉施策の充実どころか、新たな行財政改革として、わずかに残された高齢者・障が
い者などの福祉サービスの削減のみならず、市民に対する使用料、手数料のさらなる負担増を打ち出しました。
　「行財政改革に関する計画素案」では、小学校全児童対象の「わくわくプラザ事業」の利用者全員からの
利用料徴収、子どもの医療費助成事業に一部負担金の導入、保育所保育料の値上げ、ひとり親家庭の特別乗
車証交付事業の見直し、一般ごみの有料化、事業系一般廃棄物処理手数料の値上げ、市民農園の利用者負担
の値上げ、高齢者外出支援乗車事業の年齢引き上げと料金値上げ、高齢者に対する市単独事業の更なる削減、
重度障害者医療費助成事業にも成人ぜん息患者医療費助成制度にも負担導入、テニスコート・野球場なども
利用料値上げ、バラ園の有料化の検討など、市民サービスのさらなる切り捨てと負担増が検討されています。
　問題なのは、今後6230億円もの大規模事業を行なっても問題ないと答えたように、川崎の財政がまったく
厳しくないのに、こうした市民への負担増が出されていることです。財政上まったく必要のない行財政改革
はきっぱりやめるよう求めておきます
　市民の所得は増えない、年金額は引下がる、このままいけば2017年度には消費税10％の増税が市民に重く
のしかかる中、市民生活に追い討ちをかける容赦のないもので、これが福田市長のめざす「最幸のまち」「誰
もが幸せを感じられる川崎」を具体化する「総合計画」の中身だということです。
　以上より、川崎市基本構想・基本計画には賛成できないものです。
議案第161号川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例について
　この条例は、局の再編を行い、新たに総務企画局・こども未来局とともに、局相当の臨海部国際戦略本部
を創設するものです。これまでの国際戦略特区に関連する投資のうち、主な土地購入費用だけをとっても、
2010年度の実験動物中央研究所には23億円、2012年度以降の国立医薬品食品衛生研究所の30億６千万円、20
13年度のものづくりナノ医療イノベーションセンターには16億４千万円など、巨額の費用がすでに投入され
ています。また今議会でも国際戦略特区関連で、総額1000億円が投じられることが明らかになりました。
　11月26日に文科省の外郭法人が公募し、「国の支援で最先端の研究開発拠点を発展させる」とする『リサー
チコンプレックス推進プログラム』の採択が行われました。川崎市は本年度から支援が受けられる“採択拠
点”とはならず、再審査を受け来年度末までに採択を判断される“ＦＳ拠点”に選定されました。
　今回“採択拠点”とされた神戸市では、医療産業都市関連事業に国と県も合わせると3400億円もの予算を
投じて基盤整備を行ってきましたが、2014年度までに進出した医療関連企業の437社の３分の１以上、155社
がすでに撤退しています。本市がこの局再編でめざすとする「臨海部の持続的発展」を実現しようとすれば、
際限なく投資を続ける悪循環になることは避けられないと言わざるを得ません。
　巨額の投資が求められる国際戦略拠点づくりのために、「迅速かつ機動的に取り組む」というのが局相当
の「本部」をつくる目的というこの議案には賛成できません。
議案163号川崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
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　川崎市でも通知カードが11月17日から配達を開始しましたが、26日には川崎区で通知カードが違う世帯に
配達されるという、誤封入が起きました。この通知カードの印刷、封入は地方公共団体情報システムに委任
されて行われたということであり、事故原因については現在、調査中ということです。
　今回の条例改定では、川崎市の保育所の事務、子どもの教育・保育給付の際の事務、重度障害者手当支給
などの事務の際に地方税関係の情報を利用するための条例改定です。保育、教育、障がい者関係の職場の上
記の事務にもマインバーの取り扱いを広げることにより、情報漏れの危険性はますます高まります。また、
今回の神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例に伴う改定は、独自事務です。これは法定事務以外に利用範
囲を広げるということであり、さらに情報漏れの危険性は高まります。
　わが党は、マイナンバーに対して反対し、制度の中止と延期を求めていますが、今回の改定も、取り扱い
や利用範囲を広げ、情報漏れの危険性が高まることから、この議案には反対です。
第172号川崎市保健所条例の一部を改正する条例の制定について
　代表質問の答弁で、地域保健法では、保健所支所への医師の配置は、「必置」ではないことがわかりました。
同時に、「保健所や支所の行う公衆衛生や地域保健の業務が母子保健、精神保健、感染症対策、健康づくり
など多岐にわたっていて、高い専門性が必要とされている。医師会や地域の関連団体との連携、医療と介護
の連携など地域包括ケアシステムの構築に向けた取組においては、医師の役割はますます重要となってくる
ことから、今後とも医師を配置してまいりたい」とのことでした。
　だとしたら、従来どおり、各区の保健所は継続すべきと考えます。そのうえで、新型インフルエンザや大規
模食中毒などの健康危機管理体制の強化も重要と考えることから、健康福祉局の医療政策推進室の強化を図
るべきと考えます。将来を考えた場合に、法令上、医師職を必置としない支所とすることは、賛成できません。
議案第173号川崎市葬祭条例の一部を改正する条例について
　内容は受益者負担の適正化の観点から火葬料を値上げするというものです。川崎市の火葬料は長い間低額
に抑えられてきました。低額な火葬料金は、川崎市が亡くなられた方への哀悼を示し、市民を大切にしてき
た象徴として続けてきたものと私たち市民は誇りに思ってきました。火葬料無料の自治体もあります。火葬
料は受益者負担になじまないことからも、本議案には賛同できません。
議案第181号神奈川県道高速横浜羽田空港線等に関する事業の変更の同意について
　神奈川県道高速横浜羽田空港線などの運賃の改定に関し、本市が首都高速道路株式会社より道路管理者の
同意を求められているものです。料金改定の内容には、車種区分を現在の２種類から５種類に分類し、それ
ぞれのランクで上限料金を引き上げるものです。現行で普通車の上限金額が930円なのに対し、普通車が軽
自動車と普通車、中型車に分類され、軽自動車1070円、普通車1300円と値上げされます。中でも、営業車も
多い中型車は2020年まで1380円、21年からは1530円と1.6倍にもなります。運送業者からは、「トラック運送
業者は99％が中小企業であり、多くが赤字経営をしている」「原価に見合った運賃を取るのは困難」との悲
鳴が上がっており、激減緩和や大口利用の割引継続などが盛り込まれているものの、市内事業者、ひいては
市内経済に深刻な影響をもたらすものであり、同意できません。
議案第183号負担付きの寄附の受納について
　本議案は、等々力第一サッカー場のグラウンドの人工芝を張替え夜間照明を設置することを民間企業が寄
附行為として整備し、その見返りにその民間企業が優先的に使用できる優先枠を提供する負担付き寄附の受
納について議会の議決を求めるものです。
　そもそも、公共施設整備は川崎市の責任ですすめるべきで、グランド確保の手配で困難を抱えている市民
に抜本的に利用枠を増やし多くの市民が活用できるようにすべきです。しかも、今までの第２サッカー場の
実績で示されているように、平日利用で、利用率が95％を超えている16時枠と18時30分枠は、週３日間も寄
付を行った企業の優先枠となり市民は利用できません。また、土・日についても市民利用はそれぞれ月２日
と限定されてしまいます。施設を企業からの寄付を受け、その見返りに寄付を行った企業に優先枠を設ける
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ということは、公共施設としてなじみません。よってこの議案には賛成できません。
議案第193号川崎市こども文化センター及び川崎市ふれあい館の指定管理者の指定について
　私たちは、指定管理制度導入当初、職員の専門性と継続性が何よりも重要な事業であり、管理経費の縮減
を図ることを目的のひとつとする指定管理者制度はなじまないとして反対した経過から、本議案についても
賛成できません。
議案第209号平成27年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算について
　これは当初見込みを上回るコンテナ貨物の補助金を増額するための補正予算ですが、そもそも、外貿によ
る貨物量の増加を前提にした補助でありながら、横浜からのはしけ輸送コンテナ貨物にも補助を出していま
す。横浜港との経営統合というならば、補助金を出す必要がありません。また、貨物量が増えれば、効率が
上がり、コンテナ単位当たりの経費が下がることになるわけですから、コンテナ貨物が増えたとしても、増
額の必要は無いのではないでしょうか。そもそも、コンテナ貨物の補助を当てにしなければ成り立たない事
業というのは、やめるべきであり、本議案については、賛成できません。
議案第171号川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例について
　2000年の「地域経済振興基本条例」制定直接請求運動に示された市内中小企業者と市民の条例制定の強い
願いを受け止め、私たちは、条例化を求めてきた経過もあり、このたびの条例化には、市内中小業者の願い
が実ったものと受け止めています。ただ、条例制定にあたっては、現状を深く把握し、理念条例にとどまらず、
実効性のあるものとして活用でき、かつ、一つ一つの施策について検証するための機能を兼ね備えたものであ
るべきと考えて議論してきました。
　条例制定の趣旨では、「川崎市の中小企業は事業所数の99.6％、従業員数の76.9％など市内の大半を占め、
地域社会に欠かせない存在であるとともに、新たなサービスの創造や新事業創出など地域の雇用創出、地域
経済の発展にも大きく貢献している」と明確に規定していますが、前文では、市内経済の主役としての位置
づけが不明確と感じています。経済労働局長は、「中小企業の大切さや重要性を踏まえ、本市としての中小
企業支援を支援する姿勢の明確化を図る」と答えていますが、「地域経済の主役」としての位置づけにふさ
わしい具体的施策の展開を求めておきます。
　また、中小企業の活性化が、市民生活とどのような密接な関係があるのかを表す上で、雇用の位置付けは
欠かせません。前文の中には、雇用という言葉が用いられておらず、雇用対策も明確に位置付けるべきと指
摘しました。局長は、「前文において、中小企業が、地域経済を支える努力を重ねることで、市民生活を豊
かにしてきたことの中には、地域の雇用を支えてきたことをその趣旨として含んでいると答えられましたが、
改めて雇用の位置付けは欠かせないことを強く指摘しておきます。
　市内中小企業の多くを占める小規模企業者への支援についてです。経済センサス調査結果によると、2014
年の９人以下の小規模事業所で、12年に比べて、企業数470事業所、1149人減少しています。つまり、従業
員９人以下、特に、２～３人の小規模企業において深刻な実態がより広がっていることを示しています。そ
うした点からも、小規模企業については、特段の支援が必要なことを明確に位置付けるべきです。
　第15条２項において、「経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を考慮する」と
いう条文に関連して、中小企業基本法第８条では、「経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企
業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他
の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと」とされ、金融や税制についても
考慮の対象に挙げています。委員会では、小規模企業者への事情を考慮することについて、法の趣旨と同様
の認識にあることが確認されました。また、実態調査については、第21条「調査及び研究について」に含ま
れていることについて、確認しました。しかし、実際には、年間500件を超えるペースで日々訪問活動を行っ
ているとのことですが、１週間では10件程度です。条例制定を踏まえ、改めて悉皆調査を含めた市内中小企
業実態調査を行うべきことを求めておきます。第22条中小企業の活性化に関する施策の実施状況の検証につ
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いては、産業振興協議会の意見を聞くことになっていますが、今後、「専門部会」を立ち上げる際、業種別、
業種規模別、特に、小企業の代表者も対象とすべきです。要望しておきます。
　指摘した内容を含め、条文には表し切れない内容について、また、市内中小企業にとって活用しやすい条
例とするためにも逐条解説等の資料が必要です。委員会では、逐条解説を整備すると答えましたので、今後
の推移を見守っていきたいと思います。以上から、本議案については、賛成します。
議案184号（仮称）川崎市中部給食センター整備等事業の契約の締結について、議案185号（仮称）川崎市北部
給食センター整備等事業の契約の締結について
　文科省の学校給食衛生管理基準にそって、「調理後２時間以内に生徒が喫食できるようにすること」「管理
者による検食は児童生徒の喫食開始時間の30分前までに行うこと」は遵守できるのか、その立場から配送ルー
トの見直しを求めてきました。
　さらに、小学校給食調理業務委託共通仕様書では、給食の運搬及び回収業務について「食器・食管などす
べての給食を各担任に直接渡す」「その間、空白の時間をつくらないように各階に運搬車及び給食を監視す
る者を必ず配置をする」とされ、これは異物混入防止など安全対策を徹底させるための重要な取り決めだっ
た、と指摘し、教育委員会もそれを認めました。私たちは、中学校給食においても、この仕様書に準じて運
搬のルールを作ることを要望してきました。それに対して教育委員会の答弁は「各学校における生徒の安全
面を考慮した運用・指導の下、生徒自身が行うことを基本としていきたい」ということでした。
　私たちは、異物混入防止など安全対策をどう徹底させるのか、という問題が、体力的に中学生なら運べる
という問題にすりかえられているのではないか、と指摘しました。実際、学校内に死角が多いことから、異
物混入を心配される校長もおります。少なくとも、配膳員の配置については、各学校の状況をしっかりと把
握し、安全がきちんと確保できるよう配置すべきです。配膳時のエレベーターの使用についても、学校の状
況に応じて使用できるように求めておきます。食育は川崎の中学校給食を取り組む基本的な柱です。栄養士
は食育を進め、各学校におけるアレルギー生徒対応をしっかり取り組む上で絶対必要です。その立場からの
各中学校への配置を求めておきます。
　さらに、北部給食センターの見学コースについてですが、６千食もつくる大きなセンターが密室状態で調
理することは、さけなければなりません。南部給食センターを見学してもらう、といってもそこまでの距離
や、そもそもここでの調理業務をリアルタイムでみられることが大切なのです。北部給食センターの見学コー
スについては、マイコンセンターの事務室を借りて、リアルタイムで見学できるカメラの設置はぜひ、業者
に要求して、その実現に教育委員会として努力してください。中学校給食の実施まで、まだ時間があります。
議案については賛成しますが、ぜひこれらのことについて実現されますよう、強く要求しておきます。
請願第10号所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願について
　自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。しかし、事業専従者控除を配偶者に86万円、
その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば配偶者は344円、その他の親族は200円です。
　家族従事者の多くは女性です。その働き分が給料として認められないことは女性に対する差別という以外
ありません。どこで働こうが労働という点では同じであり、無償労働を女性に押し付けることはまさに時代
に逆行しています。申告の方法が青色、白色とかいう問題ではありません。白色申告であってもすでにすべ
ての事業者に記帳が義務付けられています。国の課税当局も「正確な申告の徹底が必要という立場から、青
だ白だなどと申告に格差をつける理由はなくなっている」と言っています。私たちは真の男女平等、人権無
視の差別制度は放置しない、そのためにも意見書を国に提出すべきであり、請願の採択を主張します。
　以上の立場から、議案第161号、議案第163号、議案第172号、議案第173号、議案第176号、議案第177号、
議案第181号、議案第183号、議案第193号、議案第209号については反対または同意できないこと、その他の
議案、報告、請願については賛成を表明して討論を終わります。
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2016年第１回川崎市議会定例会代表質問（３月１日）

　ぜん息患者医療費助成制度の負担増、家庭ごみの収集有料化など、市民サービスのさらなる切り捨てと負
担増の検討が目白押しです。
　格差と貧困は市内でも広がり、市民生活はますます苦しくなっています。
　川崎市の雇用者数は、2002年から2012年の10年間で10.4万人増えていますが、非正規労働者の増大で、20
12年で年収300万以下は６万人増で市内労働者の44％にのぼっています。年収400万円以下は8.6万人増え約
６割を占め、一方、年収1500万円以上はほとんど割合が変わらず、所得格差が広がっていることがわかりま
す。市の国保加入者は所得200万円が77.7％、300万円未満は87.6％にのぼっています。
　「行革」による負担増はこうした市民生活に追い討ちをかけるものです。これのどこが、市長のいう「誰
もが幸せを感じられるまち」「川崎をもっと住みやすいまち」にするための施策なのでしょうか。財政上は
将来的にもまったく理由がないわけですから、市民サービス削減・負担増の行財政改革はやめるべきです、
市長に伺います。
ヘイトスピーチ問題について
　１月31日に川崎区富士見公園などで、在日韓国・朝鮮人の方々など外国人を口汚くののしる民族差別集会
等が行われました。国連人種差別撤廃委員会は「（ヘイトスピーチを放置すれば）大規模人権侵害およびジェ
ノサイド（虐殺）につなが」る、とその危険性を指摘しています。市長も17日の記者会見で、ヘイトスピー
チについて「異常な状態だ。歴史的にも多様な文化を受け入れてきた川崎で行われているのは残念」と述べ、
国に実効的な対応を求める要望書を出す方針と報じられています。
　東京弁護士会は地方自治体に向けた冊子を発行し、表現の自由が萎縮・制約されないように配慮しながら、
自治体として可能な措置・対応を紹介し、ヘイトスピーチを行う団体等の公共施設の利用制限などの対応を
求めています。本市もヘイトスピーチ対応策を検討すべきです。市長に伺います。
子育て環境の改善について
小児医療費助成制度の拡充について
　新年度から通院助成の対象が、小学３年生まで１歳分だけ拡大されます。所得制限を撤廃した場合、ゼロ
歳から小学３年生までの助成対象者数は12万6571人になりますが、所得制限によって１万6741人（13.2％）
が助成を受けられません。市民税の収入増に貢献している世帯や、わずかな収入の差で所得制限の壁で除外
される世帯の方などの不公平感は計り知れないものがあります。所得制限の撤廃を早急に検討すべきです。
市長に伺います。また、通院助成対象を中学校卒業まで拡大することについて市長の見解を伺います。2017
年度から小学６年生まで助成を拡大することと同時に、一部負担金の導入の検討が打ち出されたことに、不
安と反対の声が高まっています。通院１回500円の場合で小学１年生から６年生まで３億９千万円以上の医
療費の自己負担が見込まれます。これは市長の「小学６年生まで無料化」という公約とは程遠い負担増と考
えます。一部負担金の導入はやめるべきです。市長に伺います。
保育園待機児童解消について
　2016年４月入所の新規の認可保育所利用申請者数は２月１日現在、9,118人に対し、入所内定数は6,111人、
入所保留数、いわゆる不承諾数は過去最高の3,007人で、申請者の33％、３人に１人が入れませんでした。
利用申請数は前年度より553人増加し、経済的な理由からも保育所入所のニーズが一段と高まっていること
がわかります。2016年４月の定員は、15年４月時点より、認可保育所を含め全体で1,860人分増やしたものの、
過去最高の不承諾数となりました。新年度予算案には2016年度中の認可保育所整備事業費として1,390人の
定員を増やす計画が示されていますが、この規模では申請数の増加に追いつきません。国は待機児解消策と
して認可保育所等の整備の補助に「安心子ども基金」の積み増しを行ないます。「安心子ども基金」を活用
することも含め、計画を上乗せすべきですが、伺います。
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議案第19号川崎市こども文化センター条例の一部を改正する条例の制定について
　小杉こども文化センターの利用者は多く、昨年度は４万人近くの子どもたちが利用し、まさに子どもにとっ
て心地よい「居場所」そのものです。再開発のため、この３月末で閉鎖されるということで、私たちは以前
から小杉こども文化センタ－の代替施設を求めてきました。
　利用者説明会が開かれたのは昨年の12月末でした。私たちも利用者からのメールで説明会を知り、参加し
ましたが、真剣に検討した誠意もまったく感じられないものでした。
　新しい「川崎市子ども・若者ビジョン（案）」では、「子ども・若者が安全で安心に過ごすことのできる居
場所づくりを進める」と、居場所の重要性がうたわれています。にもかかわらず、小杉子ども文化センター
の閉鎖をめぐっての対応はあまりにもひどいものです。この周辺は、超高層マンションが林立し、子育て世
代もたくさん暮らしています。小杉こども文化センターを含む再開発計画は以前から計画され、川崎市がこ
のようなまちづくりを誘導してきました。代替施設・代替スペース地を確保のためあらゆる手立てをうつべ
きです。見解を伺います。
教育施策について
　改めて、2014年度に県の少人数学級研究校となった120校から県教育委員会へ提出されている「研究報告書」
からみえてくるもの、それは「少人数学級の良さ」です。
　「ゆとりをもって児童に接することで、学習の中で困り感をもった児童にすぐ対応し、支援することがで
きた。そのことで『わかる喜び、学ぶ楽しさ』を児童に味あわせることができ、基礎基本の充実につながっ
た。児童１人１人とふれあう時間が増え、児童の悩みや友達関係のトラブルにいち早く気づき対応すること
ができた」「少人数指導に比べ、教室移動は少なくなり、学習準備から移動までのせわしなさが減少、落ち
着いた学習環境による学習活動が展開できた。また、教科指導上のメリットとしては、１人１人の生徒に合っ
たきめ細かい学習指導を行うことができた」などなど、この研究報告書は、まさに少人数学級の総合的教育
的効果を実証しているのではないでしょうか。伺います。
　教育長は、中学１年生の殺害事件を受け、再発防止対策の進捗状況の説明をした教育委員会会議の後、報
道陣に「これをすれば必ず防げるとは申し上げにくいが、大事なことは児童生徒を理解し、わずかな変化に
も気づいて見逃さないようにすること」と話されたということです。まさに、このことを実現するためには、
児童生徒の学校生活の基本である学級の規模を小さくすること、少人数学級の拡充こそ、必要ではないでしょ
うか。伺います。
中学校給食について
　東橘中学校での初めての中学校給食が試行実施されました。総務委員会の視察時、校長先生は「始めは混
乱もありましたが、実施してよかったと思います。同じ釜の飯を食べるということでは、連帯感がうまれる
ような気がしています」と挨拶されました。保護者や関係者のみなさんと一緒に、30年以上も中学校給食の
実現を言い続けてきた私たちは、とりわけ感慨深いものがあります。その意味で、中学校完全給食の実現ま
で運んできた関係者のみなさんのご苦労を思います。しかし、問題はこれから、ほとんどの生徒が喫食する
センター給食での実現がどうなるか、ということです。
　東橘中学校は１学年ごとに配膳室が整備されており、ここまで給食専用エレベーターで調理員が配膳室ま
で運び、ここから当番の生徒がクラスごとに運んで配膳します。
　給食の実施にあたって学校は給食時間を20分から35分に延長しました。
　配膳準備にはクラス毎に差はありますが、17から20分ほどかかっていました。配膳室では食器から食管ま
ですべてセットされていて、それをワゴンで平行移動させ、このような時間でした。センター給食ではこの
ままだと１階の配膳室から食器、保温食管を別々に生徒が３階、４階まで運ぶとされています。東橘中学校
で喫食までの時間をみてもセンター給食ではそれ以上の準備時間がかかるのは目にみえています。
　学校の校舎のつくりは様々です。そこからみても配膳室は１階スペースだけを基本とするのではなく、学
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校の実情をよく聞いてスムーズに配膳が運ぶように設置していただきたいと思います、伺います。また、各
配膳室までは配膳員が運び、できる限り教室にスムーズに運べることができる配膳員の配置が必要です。配
膳員は１学年に１人、最低各学校３人、大規模校ではそれに見合った人数が必要と考えます。伺います。
　東橘中学校では国の配置基準に基づき、栄養士がひとりすでに市費で配置されていました。給食のとき、
給食１口メモが配布され、食べる前に生徒がこれを読み、栄養士も教室を訪問していました。国の基準以外
の栄養士の配置についての検討状況について伺います。
　市立図書館の指定管理制度導入が検討課題となっています。
　他都市でも指定管理制度の導入については、ここにきて様々な問題が露呈して、直営を続ける自治体もあ
ります。横浜市では市内18館中青葉区で試験的に導入する１館だけで、民間委託増減の予定はなく「読書条
例を踏まえ、今は公営維持が適切と考える」としていると聞きました。南足柄市では、2013年度に行革の一
環として図書館市民検討会議が設置され、検討を重ねた結果、指定管理制度や全面委託を行わず、市直営で
行政運営していくことが必要である、との結論に達した、ということです。
　先月視察をした新館富山市立図書館も大変モダンな図書館で、司書の方々が子ども読書活動でもユニーク
な活動を展開されていて、開館は金・土は午後８時までで直営を守っていました。川崎でも特に子どもの読
書環境の整備が重要なとき、その運用をよりよくするには図書館・家庭・学校・地域などの各関係者が連携
し取り組んでいくことが必要です。図書館の運営は直営を堅持すべきです、伺います。
障がい者施策について
　４月から障害者差別解消法が施行されます。本市でも市の内部的規範となる「対応要領」を策定すること
になっており、「不当な差別的取り扱いの具体例」や、「合理的配慮の具体例」を記載することになっています。
障害者差別解消支援地域協議会について
　本市ではこの協議会をいつまでに組織するのか伺います。その構成員には障がい者の団体など当事者も加
え、意見を聞くべきですが伺います。
　すでに現在、具体的な配慮の要望が出されています。視覚障がい者の皆さんから、役所関係の通知の封筒
は部署によって点字表記をしていないところがあり、すべての通知に差出課名の点字表記をしてほしいと要
望が出されています。わが党の来年度の予算要望書に対し、「庁内に周知を図ってまいりたい」とのお答え
でした。速やかな周知を要望しておきます。点字版の選挙公報は人数が多いことを理由に市会議員選挙が除
かれており、他の選挙でも発行部数が大変少ないものとなっています。音声版も含め、必要とするすべての
視覚障がい者に届くようにすべきと思いますが、伺います。
　区役所の窓口における手話通訳者は、４つの区で週に１日しか配置されていません。また、麻生区は月１
回、幸区と中原区には配置されていません。すべての区で窓口開設時間を通じて手話通訳者を配置すべきで
すが、伺います。
　精神障がい者が精神科以外の疾患で救急車を呼ぶ、他科救急で受け入れを断られる問題も繰り返し求めて
きましたが、直ちに解決するために関係機関に働きかけるべきと思いますが伺います。
障がい者の夕方支援について
　高校を卒業した障害のある青年の夕方支援を早期に求める強い願いが昨年度より議会に寄せられていま
す。日中すごす生活介護の事業所で時間延長が可能になれば、障害のある方にとっても安心して過ごせます。
しかし現状は、夕方の別事業である「日中一時支援事業」の報酬は80％です。２割減算では事業所は赤字経
営になってしまい、受入れられる事業所もヘルパーも見つからないという状況です。事業所アンケートでは、
「要望に応えたいが、減算がネックで担えない」と多くの事業所が答えています。ライフステージに応じて
自立した生活を送れるよう切れ目のない支援を行なうとうたわれている「第４次川崎市ノーマライゼーショ
ンプラン」の理念からも、日中一時支援事業は市の事業ですから、市として２割減算しないで実施できるよ
う検討すべきです。伺います。今年１月、市は生活介護事業所の利用者へアンケートを実施しました。調査
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結果を早期に施策に反映すべきと考えますが見解と対応を伺います。
高齢者福祉について
地域包括ケアシステムについて
　地域包括ケアシステムは、国においても2014年のいわゆる「医療、介護総合確保法」の改定において高齢
者を対象としたものでした。ところが川崎市は、その対象をすべての地域住民に拡大しました。第５期計画
から始めた取組の進捗や総括、課題が何ら示されずに計画を大きく変換させることで、本来高齢者の医療、
介護の連携等の取組の継続や担当部署が不鮮明になり、逆に住民サービスの低下をきたすのではと大きな危
惧を抱くものです。そこで伺います。
　第５期計画では、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業として、社会福祉士、主治医、介護支援専門
員が連携するケアチームをつくり，他職種協働・連携の実現支援を行なうとありますが、この取組がどこま
で進んだのか伺います。具体的に必要とする高齢者の何割くらいまで他職種連携による支援ができているの
か伺います。
児童家庭課及びこども支援室の取組についてです。
　児童虐待への対応についてです。児童福祉審議会の提言を受けて児童虐待の相談、支援は原則的に複数体
制で行ない、児童相談所との連携の仕組みもつくられ、児童相談所に保健師が、児童家庭課に社会福祉職と
心理職が配置されました。複雑多様化、増大する虐待通報、相談のもと、情報の共有化と高度な専門制と集
団的な対応が求められます。体制の継続が必要ですが伺います。
　児童家庭課の果たしてきたまさに「顔の見える関係性と継続性」を一体的にない混ぜにすることで、逆に
関係性と継続性が薄まることにならないか危惧します。児童家庭課の「児童家庭相談サポート担当」は継続
して残すべきですが伺います。
　子どもから高齢者、障害者まで住民の福祉の最前線を担う専門職のひとつが保健師職です。保健師職をど
う確保するのか、12月議会の答弁では，区役所内の保健師職の再配置を含め、適正な職員配置が行なわれる
よう関係局と調整を行なっているとのことでした。高齢者も障害をもつ方も増え、本来、それぞれの分野に
おいても増員が必要です。各区役所の保健師職の人員増について具体的に伺います。
介護予防・日常生活支援総合事業について
　この４月から、総合事業が実施され、新規要支援者、現行要支援者は認定更新申請に合わせて、訪問型サー
ビス、通所型サービスともに現行相当サービス、基準緩和サービス、スーパー基準緩和サービスかを受ける
ことになります。
　現行相当サービスですが、現行と同様のサービス内容とし、報酬単価を１週あたりの報酬に換算した単位
を設定し、出来高払いに変更するといいます。実施主体は訪問介護事業者です。現行は月単位の包括報酬で
あり、週単位にした場合、事業所の収入は９割程度になる可能性があります。昨年４月から介護報酬の引き
下げがすでに行われたばかりです。事業所の運営をさらに圧迫するとして不安の声があがっています。横浜
市は現行通りとするようですが、なぜ、このような改定をするのか、伺います。
　川崎では2018年度以降、現行相当サービスの報酬をさらに下げるとしています。また報酬単価が70％の「基
準緩和サービス」が要支援者のサービスの中心になるとしています。こうなれば要支援者を受け入れる事業
所はなくなるのではないか、と危惧されています。何よりもこんなことになれば、必要としている人がサー
ビスが受けられない、要支援者の介護難民をつくることになるのではないか、見解を伺います。
　要介護度の更新時や新規の認定希望者に対し、チェックリストに誘導している実態はないか、安易なチェッ
クリストによる判定はさけて、介護認定を受けることを保障することについて改めて伺います。
　介護予防ケアマネジメントを行うのは地域包括支援センターです。今後、明らかに業務が拡大し、機能強
化が求められます。担当地域の高齢者が5,500人以上の場合は１人増員されますが、この規定を見直して人
員増を図るべきです、伺います。
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介護職員不足について
　特養ホーム51施設のうち、３施設で介護職員不足のために稼働率が88.7％、80.9％64.4％となっています。
川崎市の介護職員の離職率は32.7％で、全国平均17.5％に対し約２倍となっています。介護人材確保・定着
に向けた抜本的な支援が必要です。東京都千代田区では「介護施設等人材確保・定着・育成支援補助要綱」
を定め、労働環境の改善としてパート職員の時給単価上乗せ（１時間当たり千円を上限）、非常勤職員の正
職員化費用、家賃補助（区内で５万円上限）、人材育成のための経費補助（職員の資格取得補助一人当たり1
0万円上限）などの支援を行なっています。本市でもこのような実質的な支援を実施すべきです、伺います。
市政方針で市長は特養ホームの計画的な整備に言及しましたが、特養ホーム待機者は昨年10月時点で5035人、
すぐにでも入所したい人は3662名います。2017年度までわずか500床の増床ではとても足りません。待機者
解消に向けた年次計画を立て、年間1000床以上のテンポで増床が必要ではないでしょうか。抜本的な上積み
について伺います。
高齢者外出支援乗車事業について
　12月議会で健康福祉局長は「この事業は高齢者の外出を支援するとともに、社会的活動の参加が促進され
ており、健康と福祉の増進を図るという本事業の目的に資する取組」と答弁されました。パブコメでのこの
事業に対する考え方でも「高齢者の社会的活動の参加を促進する上で、非常に重要な制度である」と言い切っ
ています。それでも、計画案に見直しが必要と入っているとは、理解できません。見直しを本当にやるつも
りなのか、伺います。
中小企業の支援策について
　新年度の経済労働費は約320億円ですが、融資の預託金約239億円、新川崎・創造のもりでの「産学交流・
研究開発施設」の土地取得費約40億円、先端産業立地促進事業イノベート川崎の１社に対する２億1600万円
の補助金を除いた中小企業者への支援額は28億円程度で、一般会計予算の0.4％に過ぎません。「中小企業活
性化のための条例」を制定したもとでの予算としては、はなはだ不十分といわざるを得ません。例えば、「も
のづくり中小企業経営革新支援事業」は、680万円増となり、「拡充事業」とされています。その中には「がん
ばる中小企業応援補助金」があり、「安定した経営の継続」を目的に講師の派遣、講習会への参加費用などを
補助するものです。１社当たり25万円、８社分を想定しているとのことでした。「拡充した」といっても、市
内には製造業だけで３千を超える事業所があります。あまりに予算規模が小さ過ぎます。より多くの事業者
が「経営の継続」という課題に取り組めるよう、内容の充実を含め予算の増額が必要と思いますが、伺います。
市内建設事業者優先の公共事業発注について
　公共工事の施工時期等の平準化への取組で前進がありました。2016年度より開始し具体的には、2017年度
に実施予定の公共工事の一部を2016年度中に契約し、工事を前倒しして実施するというものです。前倒す工
事は約10件・総額約１億円ということです。工事請負契約に係わる契約実績でみると市長部局と上下水道局
の実績では、2014年度契約件数1098件で契約金額は約670億円です。この実績からみるとまずは頭出しの感
がありますが、今後の拡大の可能性について、最大でどの程度の前倒し工事が可能なのか、伺います。学校
施設の効果的な整備の推進についてですが、新年度本格的に工事着工がされるのは校舎が14校、体育館16校
です。学校の場合、集中的に工事ができるのは夏休みですが、工事を請け負った場合、完了するまでその事
業に携わった労働者は他の工事はできません。これらの条件のもと、市内建設業者が入札不調になることは
避けなければなりませんが、どのような工夫をするのか、伺います。次年度以降の工事について、大丈夫な
のか、伺います。
東芝の１万人リストラについて
　2015年４月内部告発によって東芝は粉飾決算を６年間も続けてきたことが明るみに出ました。資金繰り、
事業の継続が危機的状況におちいり、傾いた経営を立て直すためとして、何の責任もない従業員を一万人リ
ストラする計画を昨年12月に発表しました。半導体部門のリストラは全体で2800人、川崎市内では幸区の半
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導体事業部門の東芝小向工場が対象となります。昨年のルネサスエレクトロニクス玉川工場の閉鎖に続く大
企業によるリストラ計画です。市内労働者の雇用を守る立場にある市長として、大企業に社会的責任を果た
すよう求め、小向工場に対して、リストラ計画の対象人数や従業員の雇用実態を把握し報告をするよう申し
入れを行い、雇用の確保、下請け企業などに与える影響について是正を求めるべきです。伺います。
防災対策について
　東日本大震災から５年を迎えますが、首都圏では直下型地震を始め、切迫性が予測される大規模地震災害
に備えることも待ったなしです。
　最初に住宅の耐震化について伺います。新たな耐震改修促進計画（案）では、2020年度末に市内全体の建
物耐震化率95％とするとしています。ところがその内訳では、2015年度末での木造戸建て住宅の「耐震性不
足建物」の数は３万5000戸でありながら、耐震化を図る必要数を8900戸とし、木造戸建て住宅では耐震化率
目標を83.3％に止めています。なぜ、耐震化率目標を83.3％に止めているのか、その理由について伺います。
今回、制度の見直しに当たっては、私たちは、議会で繰り返し要望してきました。一部屋耐震や耐震シェル
ター、耐震ベッドもようやく対象として加えられました。しかし、上限額が設けられています。耐震シェル
ターは30万円前後のものもありますが、耐震ベッドは10万円上限では９割補助でも難しいと思います。上限
額を引き上げるべきと思いますが、伺います。
　木造住宅耐震改修助成制度の補助率が一般世帯２分の１から３分の２に引き上げられましたが、限度額が
一般世帯200万円から100万円、非課税世帯が300万円から150万円に引き下げられました。限度額はそのまま
維持すべきですが、伺います。耐震化を義務化した通行障害建築物について、当初は2019年３月までに耐震
診断結果の報告義務を課しているだけでしたが、以前から要望してきた耐震改修費への補助制度が新たに設
けられました。木造住宅については150万円までの限度額で４分の３の補助率です。非課税世帯など改修費
の負担が難しい世帯については全額補助にすべきです、伺います。
水道事業における災害対策について
　本市の自己水源は相模湖と多摩区の地下水でした。しかし今年４月１日にこの地下水の取水を停止し、生
田浄水場を廃止します。川崎市の水道は相模湖から長沢浄水場への１系統となります。神奈川県内広域水道
企業団からの受水があるため日常的には２系統ですが、企業団の導水管は耐震対策が不十分であり、関東で
大震災が起きた場合、管路が寸断され復旧されるまで企業団の水が来なくなる危険性があります。
　仙台市水道局の「東日本大震災　仙台市水道復旧の記録」という記録集では「県広域水道の単独配水区域
では長期間断水することとなったが、他の水系から水をまわすことが可能な区域では断水区域を縮小するこ
とができ、２系統化の有効性が示された」としています。鹿児島市でも災害時に違う水源、浄水場の水を相
互に給水できるように連絡管を整備する「２系統化」の事業を行っています。本市も震災対策の一環として
２系統化を行うために自己水源の地下水と生田浄水場を残すべきです。生田浄水場のろ過池とポンプ場を更
新すれば可能です。伺います。
ワンルームマンションの建設の規制について
　川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱の改正案は、各住戸の専用面積引き上げ、管理人の配置な
どの強化や入居者の町内会・自治会加入の努力義務も定める提案となっています。一定の改善と受け止めま
すが、わが党が求めてきたファミリータイプの併設の義務化は見送られました。ファミリータイプの併設を
要綱に盛り込むべきと思いますが、今後の対応も含め伺います。現在、計画中の物件に対し、現行では建設
が認められても、建ったときには要綱上「既存不適格建築物」というのでは問題です。改正後の基準に適合
した建築物になるよう促すべきと思いますが伺います。
臨海部国際戦略本部の予算について
　新たに局扱いとして立ち上げ、５億6479.4万円の予算を計上しています。
　臨海部の歴史を振り返ると、これまで同様の計画がいくつも繰り返されてきました。
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　1980年代後半から90年代にかけて、いすゞ自動車川崎工場の撤退をはじめ、石油、電機、自動車等からも
縮小撤退の計画が相次いで発表されました。これら企業再編と軌を一にして京浜臨海部再編協議会が立ち上
げられ、拠点プロジェクトとして取り組まれたのが、浮島、東扇島の拠点開発で、浮島では７万人収容の国
際サッカー場の建設計画も出されました。川崎コンテナターミナルの整備、基盤施設整備として東海道貨物
支線の貨客併用化が計画されました。2002年には国の都市再生緊急整備地域の指定、2003年国際環境特別区
の指定を受け、ペットボトルのリサイクルやガス化溶融炉による廃プラスチックのアンモニア原料化施設の
整備、リチウムイオン電池の工場への土地の貸付など、莫大な税金が投入されてきました。その後、殿町３
丁目地域は、ライフイノベーション拠点計画へと変わり、現在に至ります。
　新年度予算では、最先端の研究開発や人材育成などを行う拠点としてのまちづくり機能の強化を図るとい
う「リサーチコンプレックス推進プログラム」にまたも名乗りを上げ、このプログラムを活用した拠点マネ
ジメント体制の構築費用として約2400万円計上しました。
　このように、川崎市の臨海部再生の取り組みは、工場・事業所閉鎖後の遊休地の活用や、埋立地の土地利
用などにからめて大規模基盤整備につながる計画が行き当たりばったり的に次つぎ打ち出され、その多くが
時々の国策に乗る形で、多額の税金投入を伴ってきたものの、ことごとく失敗と破たんに終わってきた歴史
です。今回の臨海部国際戦略本部の立ち上げと様々な新規事業のメニューは、これらの失敗と破たんをまた
繰り返すことになるのではないでしょうか、市長の見解を伺います。
羽田連絡道路事業について
　新年度予算で２億4398万円計上され、内容は調査設計費ということです。
　市長の施政方針の中で、「羽田連絡道路については、オリンピックパラリンピックを目指し」と、2020年
東京オリンピックまでの完成供用開始を目指すような表現がありました。東京都内を主な競技会場とする東
京オリンピックまでになぜ羽田から川崎につながる連絡道路が必要なのか、市民にどう説明するのか、市長
に伺います。
　国道357号線の整備が具体化され浮島トンネルの構造等についても明らかにされていますが、そういう現
状において3.5キロしか離れていない羽田連絡道路を整備することは、現時点において改めて二重投資とは
考えないのか、伺います。連絡道路は活用されなければ税金の無駄遣い、逆に、交通量が集中すれば、ボト
ルネックによる交通渋滞を引き起こし、殿町地域の住環境悪化につながりかねません。交通量予測調査結果
は一向に公表されません。公表はいつまでにどのような形で行うのか伺います。
川崎港コンテナターミナル事業に関連して
　東扇島の堀込部の埋立て事業について伺います。建設発生土を埋立用材として受け入れ、海面埋立による
土地造成を行なうもので、新年度から10年間の事業で、埋立土量は140万㎥で、概算事業費は約240億円とさ
れ、新年度予算では調査・設計・資金計画の策定などで２億４千万円計上しています。一般財源に負担をか
けずに短期間で土地造成を完了させる新たな資金計画スキームとして、事業費にかかる費用を埋立用材の受
入料金に転嫁して、その調達資金で土地造成を行なうとしています。具体的にどれだけの建設発生土の受入
要請が来ているのか、140万㎥の埋立土量が来ると裏付けできる具体的な根拠について伺います。
埋立土地造成の３つの理由について
　第一に「コンテナ貨物用地の拡張」についてですが、2025年の取扱貨物量がコンテナ換算で約40万ＴＥＵ
となる見込みと述べていますが、この量は川崎港コンテナターミナルでのコンテナ取扱量ではなく、川崎港
全体の貨物量ということか、伺います。
　第二に「完成自動車用地の拡充」についてですが、増加する輸出用完成自動車を保管するための「ストッ
クヤードが不足する」と述べていますが、東扇島での現在の常時保管台数、及び将来の保管用地の不足数を
台数分で伺います。そもそも、完成自動車輸出に自治体が協力しなければならない理由について伺います。
　第三に、６割が庫齢20年以上経過しているとしながら、東扇島内の倉庫業者（123社）のアンケート結果で、
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建て替えや設備更新等の「計画がある」は11％に過ぎません。緊急性が少ないことは明白なうえ、そもそも、
海面埋立までして倉庫建て替え代替用地の確保に自治体が協力しなければならない理由について伺います。
川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度について
　予算額は2011年度の制度導入時２千万円から新年度は１億８千万円に、５年間で９倍に膨れ上がりました。
１ＦＥＵあたり５千円を市が補助する制度です。
　2014年度のコンテナ取扱量７万4705ＴＥＵに対し、コンテナ補助制度の対象取扱量は２万ＦＥＵで、ＴＥ
Ｕ換算で４万個でした。新年度の補助対象取扱量の見込量は３万４千ＦＥＵで、ＴＥＵ換算で６万８千個、
2014年度のコンテナ取扱量を基準にすれば、その大半に補助が付くということになります。コンテナ取扱量
が３年連続で３割増加する見込みとされていますが、市の補助金も際限なく増えていきます。
　荷主・船会社にとって本当に川崎港を利用したいというニーズがあるならば、補助金なしでもコンテナ取
扱量は増えるのではないでしょうか。際限なく予算が増え続けるコンテナ補助制度は廃止・見直しを検討す
べきです。伺います。以上で質問を終わります。

【再質問】
本市の財政状況と「行革」について【市長】　　
　市長は、市税が堅調に推移していると認めながら、社会保障関連経費の増加や「大規模施設整備等の財政
需要が増加した」から収支不足が生じたとし、「必要な施策に時機を逸することなく取り組むために」減債
基金から92億円借入れたと答えました。
　しかし、新年度予算では、高齢者施策は細かく削減されていますし、障がい者差別解消法が施行される４
月を目前にしながら、新たな障がい者施策はほとんどありません。また、「行財政改革」案で、“負担と受益
の公平性”や施策の“必要性・効率性の検討”の下にさらなる福祉施策の削減と負担増が市民に押し付けら
れようとしています。社会保障関連経費の増加が収支不足の理由とはとても思えません。
　他方、大規模事業については、新たに発表された、事業費240億円もの東扇島堀込部の埋立土地造成事業
の調査費で２億４千万円計上するなど、多くの事業がその必要性や緊急度について十分な説明がないまま進
められようとしています。「時機を逸することなく取り組む」必要があるとの合理的説明はほとんどありま
せん。にもかかわらず、不要不急の大規模事業は私たちの試算でも新年度予算で90億円を超えます。92億円
の収支不足の検証が必要です。
　2014年度の収支不足額の当初見込み額は51億円に対して決算額は32億円、2015年度の収支不足額は当初予
算の54億円見込みが決算では12.81億円に縮小見込みです。新年度の収支不足見込み額92億円も大幅に縮小
される可能性があります。
　仮に92億円の収支不足額を前提にしたとしても、新年度新たに493億円も減債基金に積立てたわけですが、
これを400億円にすれば92億円「借り入れる」必要はなかったものです。なぜ、わざわざこのような操作を
行なう必要があるのか、伺います。
　また、このことからすれば、市民サービスを削減し負担増を押し付ける点での「行革」を行なう理由は成
りたたなくなっていると考えますが、伺います。
羽田連絡道路について
　「成長戦略拠点をアピールする」ためだけに羽田連絡道路整備をオリンピック・パラリンピックに間に合
わせようということなのか、市長に伺います。しかも、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで、
たった４年で完成させることは、工期的に見ても不可能と考えますが、あえて、オリンピック・パラリンピッ
クまでに間に合わせるというのか、市長に伺います。
　市長は、新年度92億円、2017年度191億円、2018年度43億円と３年間で326億円の収支不足が生じ、その額を
減債基金から借入れることを理由に「厳しい財政状況」と強調しています。しかし、その一方で、まさにこれ
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と同時期に357号線と明確に二重投資となる、ほぼ同額の300億円もかかる羽田連絡道路については、何の躊躇
もなく整備を推進するというのは明らかに矛盾しているのではないでしょうか。伺います。
　本来、最初に検討しなければならない交通量予測の市民への公表については、現在、警察などの関係機関
との協議まで行っていながら、未だに公表せず、「適切な時期に公表」などと、住民をないがしろにするに
も程があるのではないでしょうか。本来は、まず、どのような影響が想定されるのかを示すことが先です。
直ちに公表すべきです。市長に伺います。
　特に、殿町地域の住民は、高速川崎縦貫道路によって、まちが分断され、羽田空港の騒音被害に苦しみ、
その上、羽田連絡道路の建設によって、交通渋滞までもたらされることがあるとしても、市長は、殿町の住
民は、市の施策を甘んじて受け入れよと言うのか、市長の見解を伺います。
小杉子ども文化センター
　小杉子ども文化センターについては、地元町会役員さんも心配して代替施設を求めてきたとききました。
しかしずっとつい最近まで、適地がないことなどを理由にして、「４年間、再開発によって新しい施設がで
きるまで代替施設は設けない」としていました。それが、ここに来て急展開して代替施設を再開発仮設建物
にスペースを確保する方向が確認できたことは、ほんとうによかったと思います。
上村遼太さんのつらい事件を通して・安心して子どもたちが過ごすことができる居場所のたいせつさが再認
識された結果かな、と思っています。
　川崎市子ども・若者ビジョン・案が示され、パブリックコメントが行われています。アクションプランに
おける施策展開では、１として、安心に過ごすことのできる居場所づくりを進めるとともに、子ども・若者
の居場所づくりと多世代が交流しながら互いに支えあう仕組みづくりがうたわれています。
北部には子ども夢パークがあって、ここでは子どもの居場所を含め、すばらしい活動が展開されています。
どれだけ、若者たちのよりどころになっているか、計り知れません。川崎の未来を創るこども・わかものの
育成・子どもの育ちを支え、若者の希望がかなうまち・かわさきをさらにすすめるためにも、川崎市の南部
にこのような施設の整備が必要ではないでしょうか。
中高生が自主的な活動を通じながら自らの可能性を広げ、社会性を身につけた自立した大人へ成長をめざす
ための施設、こども図書館なども整備されたらなど思います。このような施設を思い切ってさいか屋跡地に
整備できないか、伺います。
ヘイトスピーチへの対応策について
　答弁では、「現行法では、対処することが難しい」とのことでした。
しかし、東京弁護士会が地方公共団体向けに発行したパンフでは、言論の自由・表現の自由を不当に制限し
ない範囲で、現行法の枠内でも、自治体が条例や要綱の活用・改定などで十分、公共施設の利用制限などの
措置が取れることが示されています。
　大阪市では１月に制定した条例で「ヘイトスピーチに該当すると認められた表現活動を行った者の氏名や
団体名を公表する」として、すでに現行法内で対応を始めています。他の自治体でも対応を始め、法律の専
門家集団が現行法の枠内で可能な具体的な対応方法を示しているのですから、ただちに対応策の検討をはじ
めるべきです。市長に伺います。
東芝の１万人リストラについて
　市長の答弁は、東芝が雇用や労働条件等の問題について「真摯な対応が行われるべきものと考えている」と、
まったく他人事です。大企業である東芝のリストラの内外に与える影響がどれほど大きいかをもっと自覚す
べきではないでしょうか。
　山口県宇部市では、大企業のリストラ計画の際に、対策協議会をたちあげ、市長先頭に県とともに本社に
要請活動を繰り返し実施し、また緊急相談窓口を設置するなど、様々な施策を図って労働者の雇用を守って
きました。市長は、ルネサスエレクトロニクスのリストラの時も、何も行動に移すことはありませんでした
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が、そんな傍観している状況ではありません。雇用を守る自治体の責任者として、東芝に申し入れをして実
態を把握し、必要な手立てを打つべきです。再度、市長に伺います。
少人学級について
　少人数学級のよさは学習面だけではない、ことは初回質問で研究指定校の研究報告書で紹介したとおりで
す。その立場から質問したのですが、なぜ、学習面からの答弁しか、いただけないのでしょうか。１日の大
半を過ごす子どもたちにとって、学校は最もたいせつな居場所です。少人数学級の取組のなかで「基礎・基
本の充実につながった。同時に児童・生徒の悩みや友達関係のトラブルにいち早く気づき、対応することが
できた」。この実感こそ大切な視点ではないでしょうか、再度、総合的にみての少人数学級の拡充について、
伺います。
中学校給食に関連して、栄養士の配置について
　「小学校や特別支援学校も含め、学校給食全体の食育が効果的・効率的に推進されるように」という答弁
は何を意味するのでしょうか。よもや、いまの小学校での栄養士の配置を後退させるようなことはないと思
いますが。伺います。小学校では自校調理方式、食育の推進、きめ細かなアレルギー対応をやっていくため
にも、１校に１人の配置を望む声が現場から切実な声として要望されています。中学校給食はそれ自体で、
栄養士の配置をすすめるべきです。伺います。
高齢者外出支援乗車事業について
　これまで高齢者への支援策は、老人医療費助成制度や敬老祝い金事業が次々廃止され、唯一残っている対
象者が多い事業が高齢者外出支援乗車事業です。これまで見なおしをするのは許せません。高齢者外出支援
乗車事業は、高齢者の外出を支援し、健康の増進と保持に大きく寄与する事業です。外出すれば買い物もす
るなど経済波及効果も大きい事業です。利用者は18万人にも及ぶなど、多くの高齢者に喜ばれている大切な
福祉サービスです。高齢者人口の増加に応じて所要額が増えるのは自然増として当然です。財政負担が大き
くなるのを理由として年齢の引き上げや料金の値上げをすれば、それだけ高齢者の足や楽しみを奪い、健康
寿命に影響を及ぼすものになりかねない福祉の後退です。見直しをやめるべきです。再度伺います。
東扇島堀込部の埋立土地造成事業について
　建設発生土の受入要請について「大規模事業を抱える国や地方自治体等より問い合わせがきている」と述
べたものの、140万㎥の埋立土量が来ると裏づけできる具体的な根拠を聞いたことについては、答えがあり
ませんでした。再度、伺います。事業費用を調達するための建設発生土の受入料金について、１㎥あたりの
相場と、今回の計画ではいくらを想定しているのか、伺います。
　「完成自動車用地の拡大」という理由については「ストックヤードが不足する」と言いながら、将来の不
足数について答えることができませんでした。「自動車産業は我が国を支える基幹産業であり、多くの雇用
を生んでいる」ということですが、現在、東扇島で扱われている輸出用完成自動車の生産・製造過程に関わっ
ている川崎市内の雇用者数について、伺います。
　倉庫建て替え代替用地という理由について、先ほど紹介したアンケートで123社のうち「計画がある」と
いう11％は、建て替えだけでなく設備更新等の計画も含めた回答です。そのうち、建て替え計画については
いくつか、また、そのために代替地を市に提供してほしいという要望は何社から出ているのか、倉庫数と割
合について伺います。
【要望】
　さいか屋跡地は本市の玄関口となる川崎駅前にふさわしいまちづくりの実現に取り組んでいくとの答弁でし
た。川崎の未来をつくるこども、若者たちの育ちを支え、希望がかなう施設の整備を盛り込むことこそ、その
取り組みの方向と合致するものではないでしょうか。ぜひ、検討していただくことを要望し再々質問に入ります。
【再々質】
本市の財政状況について
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　新年度減債基金に493億円でなく400億円の積立てであれば92億円「借り入れる」必要はなかったと指摘し
たのに対し、「市民に見える形で示すことが重要」と答えました。
　つまり、市の貯金への積み立て額を少なくするだけなのに、あたかも外から借金したかのように「見える
化」をはかることが必要ということです。それは何のためかといえば、「財政が厳しい」という結論を導く
ためです。それこそ、「見せかけ」の結論ではないですか。
　減債基金の残高は、このままの推移で2025年には一般会計分だけで3000億円近くになります。減債基金の
積み立てについて、一昨年の決算審査特別委員会の質問に対する答弁では、積み立てルールで計算された金
額およそ400億円を３年間1200億円積み立てしなかったとしても、実質公債費比率は11.8％であり、国の許
可が必要となる18％まで相当余裕があることがわかっています。今後、15年間の予測でも、1000億円以上を
一度に返済する時期が来ることはないとの答弁もありました。しかも、2019年度には、市の予測でも黒字に
転化するとされているところです。
　そもそも積み立てルールは、厳格に守らなかったとしてもペナルティが科されるわけではありません。現
に、川崎市の人口も市債残高も約2.5倍の横浜市の減債基金残高は2016年度末見込みで川崎の半分以下の834
億円にとどまっていますが、そのことが特に問題になったとは聞いたことがありません。
　減債基金への積み立てを493億円から400億円にすることが「根本的な解消策」でないことはもちろんです。
私たちは従来から、根本的な解消策として不要不急の大規模事業をやめれば市民要求実現の財源は十分ある
と繰り返し主張してきたところです。　
　今回の質問でも、2016年～2018年の３年間で326億円の収支不足が生じると強調しながら、まさに、同時
期に300億円もかける羽田連絡道路建設を行なうことはやるべきでないと主張したばかりです。
　改めて市長に伺います。市の貯金である減債基金からの借入額92億円を最大の根拠に「財政の厳しさ」を
強調するのはやめるべきです。伺います。
　また、見せかけの「財政の厳しさ」を理由にした「行革」はやめるべきです。伺います。
東扇島堀込部の埋立土地造成事業について 【港湾局長】
　大規模事業による埋立土量が140万㎥来ると裏づけできる根拠は示せず、新年度の調査結果で明らかにな
るとの答弁でした。
　総事業費240億円の全てを埋立料金に転嫁することを想定しているとしていますが、現在の受入料金の相
場は１㎥あたり１万円から１万２千円程度とのことですから、140万㎥では140億円から168億円にしかなり
ません。川崎市の公共工事の積算単価で建設残土の浮島処分場の処分単価は１㎥あたり3790円しか見込んで
いません。それを基準にすれば、140万㎥ではわずか53億円にしかなりません。答弁では、これらの費用も
新年度の調査で算出するとのことです。
　東扇島の輸出用完成自動車の生産・製造過程に関わっている川崎市内の雇用者数については答えられず、
日本全体の関連産業の就業人口割合を述べるだけでした。
　倉庫の代替用地については、早期の建て替え計画がどれだけあるのか、代替用地提供の要望があるのか、
答えられませんでした。
　このように埋立土地造成の理由について、これだけ何も具体的に示せず、すべては新年度の調査結果で明
らかにするとのことですが、こんなに事業の理由が極めて曖昧な時点で、調査設計などに２億４千万円もの
予算をかけることはあまりに無謀です。新年度の調査結果で、それらの理由の具体的根拠や資金調達の確実
な裏づけが明確にできなかった場合は、事業計画そのものを中止する決断もあり得るのか、伺います。
【最後の意見】
　羽田連絡道路の整備については、2020年の東京オリンピックまでに整備が間に合うとは最後まで言えなかっ
たのに、オリンピックの来訪者に「成長戦略拠点をアピールするため」などと、時空を超えた答弁でした。
　現実的にオリンピックまでに間に合わないことがわかっていながら、何でも「オリンピックを目指して」
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と言えば市民に受け入れられるかのように言うのは、市民をあざむくやり方ではないでしょうか。しかも当
面の３年間で326億円の収支不足が生じると喧伝しつつ、その額を減債基金から借り入れることを理由に「財
政が厳しい」と強調する、まさに同じ時期に、300億円かかる羽田連絡道路の建設を急ぐことは、財政面か
らもまったく矛盾した、市民に説明がつかないものです。
　さらに、総事業費240億円もかかる東扇島の堀込部埋立土地造成事業については、港湾局が示した目的や
理由、財源確保の裏づけについても何ひとつ具体的な根拠が示せなかったことは、不要不急の新たな港の大
規模開発に乗り出すこととして重大な問題です。その必要性が極めて曖昧な大規模事業の調査設計に新年度
２億４千万円もかけることは許せません。事業計画の中止を強く求めておきます。
　市の財政状況と減債基金の積み立てについて議論をかわしてまいりました。
　私たちは基金への積み立てを行なうことを否定しているわけではもちろんありません。しかし、2019年度
からは完全黒字と想定されている財政状況で、当面、減債基金への積立てを全額繰り延べしても何ら問題な
いと指摘しているだけです。そのような認識にあるからこそ、市長も減債基金からの借り入れを行なってい
るのではないですか。しかも、新年度でいえば、493億円でなく400億円の積み立てにとどめてもいいのでは
ないかと主張しているだけです。市の予測でも、「借り入れ」しても、2019年度に完全黒字に転じた後、202
2年からは毎年20億円の返済計画を持ち、無理なく返済していけると判断しているではないですか。
　それを、「財政が厳しい」という理由のために「減債基金からの借り入れ」を持ち出すのは自らの財政運
営の方向を崩すことになりませんか。市民サービスの削減については「財政が厳しい」と強調し、大規模事
業は理由を精査せずためらいなく推進する、そのような市政運営はやめるべきです。この点については引き
続き議論していきたいと思います。あとは委員会に譲ります。

2016年第１回川崎市議会定例会（３月19日）予算組み替え動議の提案説明

　私は日本共産党を代表して、2016年度川崎市一般会計予算等の組み替えを求める動議について、提案理由、
基本方針及びその内容について説明いたします。
　３月８日発表の2015年10～12月期のＧＤＰ（国内総生産）は、物価変動を除いた実質で前期比マイナス
0.3％、年率換算でマイナス1.1％、ＧＤＰの約６割を占める個人消費がマイナス0.9％となっています。
　また、総務省が３月１日に公表した2016年１月分の家計調査結果では、２人以上の世帯における実質消費
支出は21ヵ月連続の前月割れとなっており、過去２年間、ほぼ毎月消費が減っているという状況です。日本
の家計は相当厳しい状況に追い込まれており、消費を増やす余力がほとんどなくなっているのが現実です。
　個人消費の低迷は、2014年４月の消費税増税による大打撃に加え、実質賃金が低下を続けていることが大
きな原因です。大企業は史上空前の利益をあげる一方で、実質賃金は４年連続で下がっており、勤労者世帯
の実質世帯収入は年収ベースで624万円から590万円まで低下しています。
　川崎市の雇用者数は、2002年から2012年の10年間で10万４千人増えていますが、非正規労働者の増大で、
2012年で年収300万円以下が市内労働者の44％にのぼる一方、年収1500万円以上はほとんど割合が変わらず、
所得格差が広がっています。また、市の2014年度の国民健康保険加入者のなかで、所得200万円未満が77.7％、
300万円未満は87.6％にのぼっています。市内でも貧困と格差が広がり、市民生活がますます苦しくなって
いることがわかります。
　こうした中、地方自治体には国の悪政から市民生活を守る防波堤の役割を果たすことが求められますが、
新年度予算案では、市民の福祉・暮らしや市内中小企業への支援、雇用対策などは極めて不十分なものとなっ
ています。その一方で、不要不急な大規模事業への予算は大幅に増えています。港湾関係予算では、コンテ
ナ１号岸壁の延伸に向けた付帯施設の設計費など国際戦略港湾関連で約23億7160万円、東扇島堀込部埋立土
地造成事業に約２億4021万円、臨港道路東扇島水江町線の整備に約49億9559万円など、一般会計と特別会計



－ 92 －

を合わせると約76億円に上り依然として多額の予算が計上されています。国際戦略拠点整備関連では約７億
4450万円羽田連絡道路の整備関連で約２億4398万円、高速川崎縦貫道路整備関連では約２億3413万円など、
不要不急な大規模事業への予算は約90億円にものぼります。
　わが党は、市民生活を支えるための緊急課題に絞って、次の組替えの基本方針及び
内容により2016年度予算案の再提出を求めるものです。
組替えの基本方針は、
第 １に、子育て世代の賃金・経済状況が悪化する中で、共働きをしなければ生活できない世帯が急増してお
り、かつてない勢いで保育園ニーズが高まっていることから認可保育園の緊急増設を行なうとともに、小
児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、中学生まで拡充する。一人ひとりの子どもに目がゆきとどき、学
習・生活指導などあらゆる面から教育条件を改善する有効策として、少人数学級を小学３年生と中学１年
生で実現することなどです。
第 ２に、高齢者に増税・負担が集中している状況下で、安心して介護を受けられるよう、介護援助手当を復
活、特別養護老人ホームを増設し、人材確保が困難な介護老人福祉施設等に職員の定着・確保を図るため
の支援を行う。削減した障害者支援施設等運営費の市単独定率加算を復活する。非課税世帯などの低所得
の障がい者の医療費を無料にし、重度障害者等入院時食事代補助制度を復活する。敬老祝金・長寿夫妻記
念品を復活することなどです。
第 ３に、貧困と格差が拡大している状況下で被保護世帯への上下水道料金の減免及び入浴援護事業の復活に
より、低所得世帯への生活応援を図る。とりわけ、「子どもの貧困」が深刻化する中で、小・中学校の自
然教室の食事代補助、生活保護・就学援助世帯の入学祝金・修学旅行支度金・卒業アルバム代補助、就学
援助世帯への眼鏡支給・社会見学等の実費支給補助を復活するとともに、補助範囲をＰＴＡ会費、生徒会
費、体育実技用具費等にも拡充する。市立定時制高校の夜食代補助を復活する。高校奨学金の予算を増額
し、受給資格のある生徒全員が受けられるようにすることなどです。
第 ４に、中小企業活性化条例の施行にふさわしく、工場の家賃や機械リース代などの固定費補助制度創設で
中小・零細企業者を直接下支えする。建設業の振興とともに経済波及効果が大きく、市民にも喜ばれる住
宅リフォーム助成事業を創設する。雇用を巡る環境が厳しい中、こうした取組により雇用拡大を図ること
です。
第 ５に、防災対策の第１の要である旧耐震基準の木造住宅の耐震化促進を図るため、助成対象件数を増やす
ことです。
第 ６に、国際戦略港湾計画や臨海部の基盤整備等への投資、臨港道路東扇島水江町線及び羽田連絡道路など
市民生活にとって必要性が示されない２本の橋の整備、高速川崎縦貫道路など、不要不急の大規模事業を
中止・延期することで、一般会計の市債発行を抑制し、後年度負担の軽減を図ることです。
　組み替えの内容ですが、歳入予算として、臨海部国際戦略拠点整備関連事業、国際戦略港湾整備関連事業、
東扇島堀込部埋立土地造成事業、高速川崎縦貫道路関連事業、臨港道路東扇島水江町線や羽田連絡道路など
の建設中止・延期や、競輪施設等整備事業基金、競輪事業運営基金、港湾整備事業基金、土地開発基金等当
面使用する予定のない基金からの借り入れなどで、約60億円を確保します。
歳出予算として、提案いたしましたアからテまでの事業に充当するものです。この組み替えによる総事業費
は約87億円、一般財源で約60億円です。市債の発行は約34億円削減できます。
　さまざまな負担増で市民のみなさんの生活が苦しさを増しているなか、こうした市民生活の実態に思いを
寄せる議員各位のご賛同を心から呼びかけ、予算組み替えの提案説明とさせていただきます。
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【小児医療費助成条例修正案の提案説明】

　議案第18号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての修正案について、提案者
を代表して提案説明を行います。
　本修正案は、通院医療費の助成対象となる年齢を中学校卒業まで引き上げるとともに、所得制限を撤廃す
るために修正するものです。
　今、所得制限なしで通院助成対象年齢を中学校卒業まで引き上げるべきとする理由は、川崎市の子どもの
医療費負担の格差と不公平感が耐えがたいものになっているということです。東京都内をはじめ、政令市の
千葉市、さいたま市など、すでに首都圏では、所得制限なしで中学校卒業までの無料化・助成が当たり前の
流れになっています。多摩川を挟んで、子どもの命を守る施策に大きな格差が存在するという状況を一刻も
早く解決すべきです。とりわけ、６人に１人の割合で子どもが貧困状態といわれる状況の下、お金のあるな
しで医者にかかれない子どもを１人でも生み出すことは許されません。
　20政令市の状況は、中学校卒業まで無料化又は助成しているのは９政令市で、そのうち所得制限なしが７
市、小学校卒業までは新年度に岡山市、北九州市、福岡市が、それまでの就学前から一気に拡充し、５政令
市になります。神奈川県内の市町村の新年度の状況は、中学校卒業までが14自治体で、そのうち所得制限な
しが10自治体、小学校卒業までは15自治体に広がります。新年度、小学校３年生まで１歳分だけ拡大する川
崎市は、ようやく横浜市、茅ヶ崎市と並ぶだけで、この３市は引き続き県内で最低の対象年齢です。
　さらに、所得制限があることは重大な問題です。子ども本部の推計によると、所得制限がなければ、ゼロ
歳から小学３年生までの助成対象者数は12万6571人になりますが、所得制限によって、そのうち１万6741人
（13.2％）が助成を受けられません。中学校卒業まで助成を拡大した場合、所得制限がなければ19万3433人
が助成対象になりますが、所得制限によって、そのうち３万5187人（18.2％）が助成を受けられません。市
民税の収入増に貢献している世帯や、わずかな収入の差で、所得制限で対象外になる世帯の不公平感は計り
知れません。
　所得制限を設けていた北九州市は、新年度10月から助成対象を就学前から一気に小学校卒業まで拡大する
と同時に、所得制限を廃止します。所得制限を設けていない多くの自治体に共通するのは、「子どもの健康
に親の所得は関係ない」という考えです。他の政令市や、財政的に苦しいと言われる県内の多くの市町村で
出来るのに、財政力指数が20政令市トップで、「財政がきびしい」と言えなくなっている川崎市が出来ない
はずはありません。所得制限をただちに撤廃すべきです。
　以上、子育て世代の切実な願いに応え、所得制限を撤廃し、中学校卒業まで医療費を無料化するための条
例修正案にご賛同を心からお願い致しまして、提案理由の説明とさせていただきます。

2016年第１回川崎市議会定例会代表討論（３月18日）

予算案の特徴と「行革」について
　市長は、市税が堅調に推移していると認めながら、社会保障関連経費の増加や「大規模施設整備等の財政
需要が増加した」から収支不足が生じたとし、「必要な施策に時機を逸することなく取り組むために」減債
基金から92億円借入れたと答えました。
　新年度予算では、大規模事業については、新たに発表された、事業費240億円もの東扇島堀込部の埋立土
地造成事業の調査費で２億４千万円計上するなど、新年度予算で約90億円もの不要不急の大規模事業がその
必要性や緊急性について十分な説明がないまま進められようとしています。しかも、2016年～2018年の３年
間で326億円の収支不足が生じると予測しながら、まさに同時期にほぼ同額の300億円もかけて羽田連絡道路
建設を行なうことも明らかになりました。
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　しかし、高齢者施策の予算は細かく削減され、新たな障がい者施策も殆んどないことから、社会保障関連
経費の増加が収支不足の理由にはならないことを指摘しました。
　そもそも、新年度新たに493億円も減債基金に積立てる額を400億円にすれば92億円「借り入れる」必要は
なかったわけですが、その手法をとったのは、市民への「見える化」が必要だからというものでした。市民
に対して「財政が厳しい」ことを強調するための「見せかけ」はやめるべきです。
　財政の硬直化の指標といわれる経常収支比率を高くしている最大の原因は、90年代に急増した臨海部など
の大規模開発の償還に伴う公債費であることが明らかになったわけですから、収支不足の根本的な解消策を
いうなら、不要不急の大規模事業の中止など公共投資の見直しこそ必要です。改めて求めておきます。
　「財政が厳しい」という理由が破綻し、市民サービスを削減し、負担増を押し付ける「行革」を行なう理由
は成り立たなくなりました。一般ごみの有料化、子どもの医療費助成事業に一部負担金導入、高齢者の外出
支援乗車事業の年齢引き上げ・料金引き上げなど、福祉の増進をその本旨とする自治体の責任の放棄になる、
新たな「行革」は撤回するよう求めるものです。図書館の指定管理者導入などもやるべきではありません。
保育所の待機児解消について
　４月認可保育所の入所にむけて、２月１日現在の入所できなかった人数は過去最高の3007人、33％でした。
利用申請者数は昨年度より553人増加するなど、保育ニーズは増加の一途です。１歳児12人の枠に102人の申
請者や、４人枠に61人、15倍の申請者が殺到するなど、申しこんでも入所できない実態が広がっています。
2016年度予算案における1390人の定員増では、申請者の増加にとても追いつきません。国の保育所等整備交
付金や、県の安心子ども基金などを活用して必要な整備を、緊急対策として図ることを求めます。５年間の
事業計画「こどもの未来応援プラン」の「保育の量の見込みと確保方策」に照らしても、2016年４月時点で
すでに1103人不足しています。2017年度に計画を一度見直すとのことですが、急増する保育ニーズをしっか
り把握し、計画に反映することを求めます。
　真の待機児童解消のためには、これまで繰り返し求めてきたように、入所申請して入所できなかった人数
を待機児童と認め、見合う整備計画にすべきことを強く求めます。
教職員の定数内欠員の縮減について
　この間、欠員の縮減は重要な課題と答弁されながら、欠員の状態がこの６年間改善するどころか、1.7倍
にも増え300人台が常態化していることは異常事態といわなければなりません。このことが学校の継続的な
運営、産休代替教諭の確保にも大きな影響を与えています。今度こそ、強い決意をもって欠員の縮減に努め
るよう求めます。
　2017年度に県費負担教職員の給与負担や学級編制基準などの権限が政令指定都市に移管されるにあたっ
て、県からの移譲見込み額が川崎市の収支フレームで見た場合、制度設計時の2013年11月の試算より、移譲
後10億円単位で伸びていくことが答弁されました。この財源の一部を使っただけでも、学級編制基準を見直
し、すでに総合的な教育的効果が実証されている少人数学級を川崎市独自で拡充することは十分に可能です。
　一方、財源の移譲とともに、給与体系の見直しによって教職員の処遇が悪くなることが懸念されます。こ
れらの処遇によって、現職教員のモチベーションを下げ、これからの川崎の教育を担う若い教員のなり手を
失うような事態をつくらないよう、手立てを講じることを強く求めておきます。
特別養護老人ホームの整備について
　昨年10月１日の特別養護老人ホームの待機者数は5035人、待機率は人口100万人規模の政令市で広島市と
並んで最悪の状況です。ところが、2017年までわずか500床の増設計画です。待機者5035人のうち、すぐに
でも入所したい人は3662人です。こうした実態に見合った整備計画への見直しを行ない、国有地、県有地の
活用、民有地を確保するなど万全を尽くした抜本的な増設を求めておきます。
介護職員の不足解消について
　特養ホームへの入所を待ちわびている方が多数いるなか、市内特養ホームでは介護職員不足から稼働率が
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90％以下の施設が３施設、この中には６割台の施設があります。市が行なった介護労働者実態調査及び高齢
者実態調査からも、介護現場の人材不足・定着への抜本的な支援が求められています。本市でも、千代田区
のように介護職員不足解消のため、実質的な支援の実施を求めておきます。
中小企業の支援策について
　中小企業の活性化を目的にした条例が制定されたもとでの予算案として、小規模事業者支援の予算の増額
を求めました。しかし、経済労働局長の答弁は、「支援を多面的に展開している」というもので、その支援
の影響が一部の事業者に止まっていることや予算が先端産業に偏っていることなど、市のこれまでの支援策
の問題はなんら変わらないものでした。市内事業者の99.3％を占める中小・零細事業者への支援は喫緊の課
題です。わが党が提案している地域の需要を喚起する「住宅リフォーム助成」や事業継続のための「貸工場
の家賃補助」など「固定費」への支援に取り組むよう、改めて求めておきます。
農業支援について
　新規事業として盛り込まれた「農業担い手経営高度化支援事業」は、市内でわずか３人～５人しか選ばれ
ません。しかも、選ばれる対象者は年間300万円以上の農業収入のある人に限られ、それは市内農業者のわ
ずか４％に過ぎません。
　一方で、「直売団体育成支援対策事業」の対象者は約300人いたにもかかわらず、３人から５人の対象者に
絞られるということは、これまで頑張ってきた農業者の皆さんに納得のいくものでないことは当然です。「出
荷推進対策事業」と「直売団体育成支援対策事業」が、これまでの川崎の農地と農業を守ってきたという歴
史的な役割を考えれば、廃止すべきではありません。
臨海部国際戦略本部について
　新たに局扱いとして立ち上げ、５億６千万円余の予算を計上しています。
　市長は、キングスカイフロントが日本経済を牽引するかのような飛躍した認識を示しました。しかし実態
は牽引するどころではありません。
　ナノ医療イノベーション事業では、当初、企業からの資金調達や国からの補助金で賄うので市からの支援
を考えていないと説明し、賃料収入によって運営するという計画でした。
　ところが事業目前になって収支計画が成り立たないからと、７年間の立ち上げ期間を設け、共有スペース
に対する総額９億円の維持管理費の一部負担を決め、さらに貸付元金の据え置き措置をとった上に、事業用
地の地代を免除し無償貸与することで実質２億2790万円に相当する支援策を講じて、ようやく成り立たたせ
たものです。
　このように、研究開発の分野に一自治体として乗り出すことは、他都市でも陥っているように際限のない
税金投入に巻き込まれる一方で、税源培養や地域経済の活性化には、まったくつながりません。本来、国が
行なうべき事業に市が突き進むべきではありません。これ以上の事業拡大と税金投入はやめることを強く求
めておきます。
羽田連絡道路の整備について
　2020年の東京オリンピックまでに整備が間に合わないことが分かっていながら、オリンピックの来訪者に
「成長戦略拠点をアピールするため」などと時空を超えた、つじつまの合わない答弁でした。しかも、先ほ
ど指摘したように「財政が厳しい」と強調しながら、それと同じ時期に300億円もかかる羽田連絡道路の建
設を急ぐことは、財政面からもまったく矛盾している、市民に説明がつかないものです。
　不要不急の羽田連絡道路の整備は、ただちに中止することを求めておきます。
東扇島堀込部埋立土地造成事業について
　総事業費240億円もかかる東扇島の堀込部土地造成事業について、港湾局が示した３つの目的「コンテナ
貨物用地の拡張」「完成自動車用地の拡充」「倉庫建て替えの代替用地」、これらの理由について、いずれも
具体的な根拠が示されず、「コンテナ貨物用地の拡張」の理由とされている、およそ10年後にコンテナ取扱
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量が40万TEUに増えるという目標自体が曖昧な数字であり、その根拠を示すことができませんでした。さ
らに、ばく大な事業費の財源確保の裏づけも根拠が示されませんでした。
　これらは、不要不急の新たな港の大規模開発に乗り出すこととして重大な問題です。事業の必要性が極め
て曖昧な計画段階で調査設計に、新年度予算で２億４千万円もかけることは認められません。事業計画の中
止を強く求めます。
議案第３号川崎市付属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について
　市民サービス削減の行財政改革に反対の立場から、この条例に川崎市行財政改革推進委員会が含まれてい
ることから反対です。
議案第４号川崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
　今回の条例改定では、マイナンバー制度の独自利用事務の追加にともない、重度障害者医療費助成、一人
親家庭等医療費助成、小児医療費助成などの事務の際に、年間6700件もの個人の所得・税情報をやり取りす
るための条例改定です。今回の制定は、マイナンバー制度の適用・使用範囲を拡大することでの危険性を増
大させ、個人の所得情報を漏洩の危険にさらすものであり、この議案には反対します。
議案第５号川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について
　今回の定数条例改定は全体で職員を206名減員するというものです。
　主な減員項目は清掃部門の執行体制の見直し、保育所の民営化、指定管理者制度の導入、学校給食調理業
務の委託化、上下水道職員などとなっています。
保育園の需要が増え、まだまだ不足し、保育士の充足・質の確保が大きな課題となっているなかで、市民や
関係者から、公立保育園を削減することは保育の質の確保ということからもやめてほしい、との声があがっ
ています。
　区役所の機構改革が行われていますが、川崎市の人口増が著しいなか、地域包括ケアシステムへの対応で
30人ほど増やしても、市民の要望が多様化するなかで、必要な部署にきちんと人員を増やさないかぎり、市
民サービスが向上することはない、と危惧します。職員の健康状態はどうか、メンタルヘルス不調の方160
人を含む長期療養者の数は年間281人と減るどころか、昨年よりさらに増えている状況です。
　長時間残業も含めてかなりの加重負担が職員にかぶさっているのではないでしょうか。上下水道部門の職
員含めて技術と技能の継承にも不安があります。
　以上のことから、この定数条例には賛成できません。
議案第６号川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
　今回の条例改定は、地方公務員法の改正による条項を修正するためのものですが、地方公務員法の改定内
容が地方自治体に人事評価制度の導入をはかるもので、公務労働のあり方になじまないと考えるため、賛成
できません。
議案第７号川崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　今回の条例の改定は、地方公務員法の改正のため本市の人事評価制度にかかわる報告事項を改めるものです。
　わが党は人事評価制度について、公務労働の本質に反し職員のやりがいを奪いかねない制度であるとの危
惧を指摘し、実施後にも見直しを求めてきました。
　過度に数値目標を掲げて職員に目標設定を行わせ、人事評価の指標とすることは、公務労働のあり方にな
じまないため、反対します。
議案第10号川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
　今回の条例の改定では、職員の給料月額を最大3.6％引き下げ、３級以上の給料を最大２％さらに引き下
げるものです。地域手当の引き上げや緩和措置によってカバーするということですが、緩和措置も３年で、
全体としては給料の引き下げとなります。今、実質賃金が下がり、消費が落ち込んで日本経済が悪化してい
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る中、労働者の賃金を上げることが求められています。公務員の賃金引き下げは民間にも連動して全体の賃
金を下げることにつながり、地域経済を悪化させることにつながることから、この議案には反対します。
議案第11号川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
　議案第10号の職員給料の引き下げに伴い、退職金の引き下げに対する緩和措置ということです。あくまで
も激変緩和措置ですから賛成できません。
議案第15号川崎市契約条例の一部を改正する条例について
　この議案は特定業務委託にかかる作業報酬下限額を定める際の基準を、生活保護基準から最低賃金に改め
るためのもので、このことにより賃金は引きあがる方向です。しかし、2014年４月時点での川崎市の特定業
務委託の作業報酬下限額が907円だったのに対し、神奈川県労働組合総連合が実施したアンケートによれば
同時期の県内自治体の非正規職員の時給額は、寒川町908円、海老名市910円、藤沢市920円と、いずれも本
市を上回っており、公契約制度の存在意義が問われる事態といっても過言ではありません。
　新潟、愛知、広島の県労働組合総連合が今年発表した調査結果によると、健康で文化的な人間らしい生活
をするために必要な最低生計費は、20代単身者の時給額で1300円から1400円程度だという試算が出されてい
ます。本議案には賛成しますが、作業報酬下限額は早期に1000円かそれ以上に引き上げるべき、と求めてお
きます。
議案第17号川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正する条例の制定について
　第１条、目的には、「考古、歴史、民俗、美術、映像等に関する資料及び作品について収集、展示、調査
研究等を行うこと等により、市民の観覧、学習、研究等に資するとともに市民相互の交流を推進し、もって
市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため」と、うたわれています。
　その目的を達するために不可欠なのが学芸員です。当該施設には、20年以上勤務されている学芸員が何人
もおられるということです。その学芸員が、指定管理者に移行したときには、雇用中断が起こることについ
て、委員会では否定しませんでした。
　さらに、雇用が継続できたとしても、効率的運営が目的の指定管理者制度に移行したときに、学芸員の処
遇が悪化しない保障はありません。他都市でも、学芸員の処遇と継続性が保てないということで、直営に変
えたところもあります。このように、川崎市市民ミュージアムを指定管理者に管理させるということは、博
物館としての機能を大きく損ねる危険があります。
　そもそも、市民の社会教育活動、文化芸術活動に資する社会教育施設として、市場原理や効率性・採算性
を前提とする指定管理者制度はなじみません。
　よって、本議案については賛成できません。
議案第19号川崎市こども文化センター条例の一部を改正する条例の制定について
　再開発事業により、小杉こども文化センターが、この３月末で休止するというものです。子どもたちの大
切な居場所として、私たちは以前から小杉こども文化センターの代替施設を求めてきました。
　休止期間中については、代替施設として仮設建物が整備されることが約束され、さらに仮設建物ができる
までは、代替機能として公共施設の活用が約束されました。早期実施とそれに見合う職員のしっかりとした
体制を求めておきます。
議案第21号川崎市予防接種運営委員会条例の一部を改正する条例について
　各区保健所を集約し、１保健所７支所体制の再編に伴い、予防接種運営委員会の委員を25名から18名に削
減する内容です。
　地域保健法では保健所支所への医師の配置は「必置」ではないことから、医師職を必置としない支所とす
ることに反対した立場から、本議案には反対です。
議案第49号平成28年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算について
　高齢者に差別医療を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、賛成できません。
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議案第66号平成27年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算について
　コンテナターミナルの用地拡充、臨港道路東扇島水江町線の整備に関連する予算が含まれていますので、
賛成できません。
議案第80号川崎市指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営の基準並びに指定介護予防サービスに係る
介護予防の為の効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、「介護予防・日常生活支援総合事業」を４月から始めるにあたり、新たなサービス名である「地
域密着型通所介護」を条文に加えるものです。新たな基準緩和を行なうものでないこと、このサービス名を
加えないと、利用者に不利益が生じることもありえると考えることから賛成します。しかし「基準緩和サー
ビス」は、単価を現行相当サービスの70％とする設定としています。これでは、事業者の運営の継続が困難
になることなどが危惧され、必要なサービスを受けられないことが生じる懸念があります。総合事業は自治
体の事業ですから市の裁量で報酬単価をこれまでと同額にし、これまでのサービスを後退させないこと、介
護度認定の際に安易にチェックリストに送らないこと、移行にあたっては高齢者に丁寧な説明と合意に基づ
くことを求めます。
請願第14号年金削減を取りやめ、マクロ経済スライドの廃止、最低保証年金制度を求める請願について
　今、高齢者を取り巻く状況は、介護保険料や医療費の値上げ、消費税率の引上げによる物価高、公共料金
の値上げなどで、生活が大変厳しくなっています。一方、年金は、消費税を増税した2014年も含め、2013年
から３年間で年金受給額を2.5％連続して引き下げました。
　マクロ経済スライドはその時々の現役人口の減少や平均寿命の伸びにあわせて年金の給付水準を自動的に
調整する仕組みです。これまで社会を支えてきた高齢者の年金を減らし続ける「マクロ経済スライド」を廃
止することが必要です。また、憲法25条に則り、最低保障年金制度を確立することが必要と考えることから、
同請願は採択すべきです。
　以上の立場と予算組み替えとの関係から日本共産党は、議案第３号から議案第７号、議案第10号、議案第
11号、議案第17号、議案第18号、議案第21号、議案第44号、議案第45号、議案第49号、議案第52号、議案第
56号、議案第59号、議案第60号、議案第66号に反対し、その他の議案、報告、請願第14号を含む請願につい
ては賛成及び同意することを表明して討論を終わります。

以上
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2016年第２回川崎市議会定例会代表質問（６月９日）

　４月14日に発生した熊本地震では震度７の揺れが二度も襲い、震度５以上の余震が何度も繰り返すという
断層地震に襲われ、震災関連死を含め70名の方が犠牲になり、今なお、多くの方が避難生活を余儀なくされ
ています。犠牲になられた方々のご冥福を心より願うとともに、被災者の皆様に心からお見舞いいたします。
市長の政治姿勢について
最初にヘイトスピーチへの対応についてです。
　６月５日に予定されていたヘイトデモの公園使用許可申請について、市長はヘイトスピーチ解消法を受け、
５月31日差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から不許可処分としました。私たちは５月25日
に市長に対して公園の使用許可をしないよう申し入れており、市長の決断を歓迎するものです。また、ヘイ
トスピーチは、６月２日横浜地裁川崎支部が出した桜本地区でのヘイトデモを禁じる仮処分決定の中で、憲
法の定める表現の自由の範囲外であると明確に断じられたことからも、今回の市長の決断は当然のものです。
にもかかわらず、神奈川県警・県公安委員会は道路使用を許可。市民の抗議で６月５日のヘイトデモは中止
となりましたが、公共施設の利用申請が別の団体や個人名でされた場合にどう対応するか、課題が残りました。
　ヘイトスピーチ解消法の施行をふまえ、不当な差別的言動を行なう団体・個人に対する公共施設使用許可・
不許可の条件を規定した条例等を整備する必要があると考えます。市長に伺います。
核兵器廃絶について
　５月27日オバマ米大統領が広島を訪問しました。原爆を投下した核超大国の現職大統領が爆心地の公園に
足を運び、被爆者を前に「核兵器なき世界を追求」すると演説したことは歴史的な一歩です。この決意を生
かすために米国政府は、核兵器禁止条約の国際交渉に踏み出すなど具体的な行動に進むことが強く求められ
ます。「核抑止力」論に立ち、核兵器廃絶を先送りすることはもはや許されません。
　オバマ大統領に同行した安倍首相は「日米同盟は世界に希望を生み出す」と同盟強化を強調しました。「核
抑止力」に基づき、日本をアメリカの「核の傘」の下に置く日米軍事同盟を強めることは、「核兵器のない
世界」とは両立しません。唯一の被爆国である日本の首相としていまやるべきことは、世界の多数が支持し
ている、核兵器禁止条約の締結に向けた国際交渉を開始する立場にきっぱり立つことです。
　全国に先駆けて「核兵器廃絶平和都市宣言」を発信し、平和首長会議に加盟している川崎市の市長として、
政府に求めていくべきです。市長に伺います。
子育て支援策の拡充について
小児医療費助成制度についてです。
　所得制限について、市長は「より必要度の高い子育て家庭への経済的支援を行なうため、引き続き設ける
必要がある」と答弁してきました。
　しかし、「生活は楽ではないのに、所得制限をわずかに超えて助成が受けられない」との声がたくさん寄せ
られています。所得制限の限度額は、父母のうち所得の高い方の年収が基準です。夫婦共働きでも２人とも
限度額を超えなければ所得制限にかかりませんが、夫婦どちらかの年収が限度額を超えれば所得制限にかか
り、助成が受けられません。実態として、低所得の子育て家庭への経済的支援といえない、構造的な矛盾が
生じています。この矛盾を根本的に解決するためにも、所得制限はただちに撤廃すべきです。市長に伺います。
　一部負担金の導入についてです。市長は「医療機関への適正受診の観点」「コンビニ受診を防止する効果」
などを導入の理由にあげてきましたが、今年２月25日、厚生労働省の「子どもの医療制度の在り方等に関す
る検討会」で、日本医師会常任理事は「子ども医療費助成で、いわゆる『コンビニ受診』のような不適切な
受診は生じていない」と述べています。県内では、今年度、助成対象が中学３年生までの14自治体や、小学
６年生までの15自治体、いずれも一部負担金を導入していません。これらの自治体に比べても財政的に厳し
いといえない川崎市ですから、一部負担金は導入すべきでありません。市長に伺います。中学校卒業まで医
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療費無料化を拡大すべきですが、市長に伺います。
保育所の待機児童解消について
　４月１日現在の認可保育所の保留児童数が2554人に対し、待機児童数は６人と発表されました。厚労省の
定義に基づき2548人が待機児童ではないとしていますが、いくつかの政令市で育児休業中や求職中を待機児
童にカウントしているように、基本的には自治体の独自の考え方を用いてよいことになっています。今年も、
「育児休業をやむなくのばした」「週５日就労したいのに、やむなく一時保育に３日預けた」などの実態が寄
せられています。実態は待機児童です。待機児童にカウントすべきことを強く求めておきます。
認可保育所の整備について
　４月１日現在、認可保育所の利用申請者数は27,576人で昨年度より2,312人も大幅に増加、就学前児童数
の33.68％を占めました。申請の大幅な増加について市は「若い世代の転入増等で出生数が高いレベルで推
移し、就学前児童数が増加していることとあわせ、大規模集合住宅入居者の保育所申請率は一般住宅の申請
率と比べて非常に高く、さらに入居開始後から暫くの間、上昇していく傾向にある」と分析しました。
　今年４月時点では、「子ども未来応援プラン」の保育所、認定こども園、地域型保育所の「保育の量の見
込みと確保方策」25,832人に対し、実際に確保された定員は24,739人で、計画よりすでに1,093人不足して
います。３月議会で、私たちは今年度中の整備が1,390人の定員増ではとても足りないと、「安心子ども基金」
等を活用して緊急に整備計画を上乗せすべきと求めました。今議会で505人分の定員増を含む６億3500万円
余の補正予算が組まれましたが、これで今年度中の整備による定員増は合計1,895人分となり、2017年４月
の認可保育所の定員は26,634人となります。しかし、今年４月の利用申請者数が27,576人ですから，先の市
の分析からしても,2017年度の利用申請数はさらに大幅増加が予測されます。不足は明らかと考えますが伺
います。また、申請を何人と見込むのか伺います。
　「子ども未来応援プラン」における2017年度の量の見込みと確保方策の目標値は28,002人ですが、先の市
の分析から照らしても、計画の上乗せ修正を直ちに行い、整備計画を増やすべきですが伺います。
保育士確保と処遇改善について
　待機児を解消するには、保育所の整備とともに保育士確保と保育士の処遇改善が不可欠です。特に首都圏
においては保育士不足が極めて深刻な状況です。本市でも今年度開設の認可保育園では、保育士の確保に相
当苦労したと聞きました。2017年度に向けて今年度中の認可保育所の整備に伴って必要となる保育士の人数
の見込みを伺います。本市は、保育士確保対策として専任職員配置による取り組みを強化するとしています
が、配置の体制と取り組み内容を伺います。
　保育士の賃金は全産業平均より月10万円少ないとされていますが、公定価格では2015年度月19万9920円で
非常に不十分です。民間の認可保育園の給与体系が新制度になって従前より減額されることのないようにす
べきです。対応を伺います。保育士の待遇改善を行うには国が、全産業の平均並みの賃金を保障する公定価
格の設定にすること。勤続11年以降は見込まれていない昇級財源の確保等賃金単価の改善をすること。子ど
もの発達を保障し、開所時間、開所日数、こどもの数にふさわしい保育士の配置ができるよう、国の配置基
準の改善を図ること等を国に要求すべきと考えますが伺います。
　公立保育園には産休育休代替、週休代替、早朝、延長保育等に、非正規保育士が多数配置されています。
非正規保育士の占める割合を伺います。本市の時給は今年度20円アップし、有資格者は1060円になりました。
アップは８年ぶりとのことです。横浜市1,224円と比べても低く、現場で確保が大変苦労されていると伺い
ました。横浜市並みに増額すべきと考えますが伺います。保育の質の確保のとりくみを担うとされてきた『新
たな公立保育所』の保育士等の人員増を求めてきましたが、2016年度保育士，栄養士、看護師の人員増の実
態を伺います。
議案第96号、議案第97号について
　この条例改正は、当分の間、朝夕の保育士配置の要件弾力化、幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用、研修
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代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置の弾力化を行うものです。しかし、児童福祉法の規定
に基づき定められた「児童福祉施設最低基準」においては、「児童福祉施設は、最低基準を超えて常にその
設備及び運営を向上させなければならない」「最低基準を超えて設備を有し、又は運営している児童福祉施
設においては、最低基準を理由としてその設備または運営を低下させてはならない」と定めています。従っ
て、児童福祉法の理念にもとづけば、規制緩和を行う今回の省令改正に基づく本市の条例の改正をしなくて
もよいと考えますが伺います。
子どもの貧困への対策について
　我が国のこどもの貧困率は16.3％、６人に１人の割合で広がっています。先進諸国のなかでも貧困率が高
く、対策は急務です。2013年に「こどもの貧困対策の推進に関する法律」が制定され、『子どもの貧困対策
に関する大綱』が翌年策定されました。横浜市では貧困の連鎖を断ち切ろうと、「こどもの貧困対策に関す
る計画策定連絡会」を設置し、子どもの貧困の実態を包括的に把握するための実態調査を行ないました。ま
た、東京都足立区では、教育委員会が小学１年生全員の保護者を対象に『子どもの健康・生活実態調査』を
行ない、このほどまとめました。今年度「子ども未来局」を創設しましたが、教育委員会，健康福祉局等と
連携し、横浜市のような貧困対策に取組む会議等を設置すべきと考えますが，子ども未来局長に伺います。
こどもの貧困対策について、各局・関係部署の調整や連携を図る担当はどこになるのか伺います。
　子どもの貧困が健康や生活習慣、学力等に影響があることが専門家からも指摘されています。一人一人の
子どものおかれた状況を把握することが重要です。実態調査を行なうべきと考えますが、教育長、こども未
来局長に伺います。
教育をめぐる環境の整備について
就学援助について
　川崎市でも2014年度から申請方法を改善することによって受給率が、小学校はそれまでの６％台から９％
台に増加、中学校では７％台から10％台に増加しました。しかし、同じ支給基準の横浜市と比較して、川崎
市の受給率が低い要因について問うと、「その都市の状況によって、違うから」という答弁が繰り返されて
いますが、実態に合わせてもっと改善する点はないのか、真摯に検討をしてほしい、と思います。
　就学援助の支給品目も金額も都市によって違います。例えば、入学準備費は横浜市では小学校で４万600円、
中学校では４万7400円に対し、川崎市は小学校２万470円、中学校は２万3,500円で倍ほどの開きがあります。
国会でも取り上げられましたが、入学準備費用は小学校で平均54,540円、中学校で平均78,495円と、実態と
支給金額には大きな乖離があります。川崎でも抜本的に拡充をすべきです。伺います。
　入学準備費の支給時期についてですが、所得が低い家庭にとって、数万円もの準備金を準備するのは大変
なことです。支給時期について、入学前の２月から３月に支給すべきです。すでに新潟市や他の政令都市で
も実施している都市があります。この問題も先日国会で取り上げられ、文科省の初等中等教育局長は「児童
生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮するよう通知しているが、市町村に引き続
き働きかけていく」と答弁しています。川崎でも検討すべきですが、伺います。
中学校給食について
　配膳員についてです。配膳をスムーズに行うためには、配膳員が一学年に一人、最低でも各学校に３人、
大規模校についてはそれに見合った人数が必要です。学校現場からも「配膳員は学年ごとに必要」との声が
あると聞きます。配膳員の配置については、各学校にヒアリングを行いながら、検討を進めているとのこと
ですが、具体的にどのように進められているのか伺います。
　栄養士の配置についてです。市長は今議会の提案説明で、中学校完全給食の導入に際して学校給食を活用
した食育推進の検討を進めていくと言明されました。そのためには、各学校ごとの栄養士の配置がどうして
も必要です。東橘中学校ではすでに栄養士が配置され、各教室を訪問するなど食育を行っています。３月議
会で、国の基準以外の栄養士の配置を検討していくとのことでしたが、検討状況を伺います。
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大学奨学金について
　これまで給付型の大学奨学金の創設を求めてきました。その答弁では「他都市の奨学金制度を調査分析し
ている」「国や県の経済的支援策の状況を見据え、見直しを含めて検討したい」とのことでした。調査分析
や検討の状況を伺います。
議案第99号　川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　商業高校の全日制に普通科を新設するとともに、定時制課程を廃止するものです。
　これまで私たちは、統廃合によって学校が遠くなることで通学に時間がかかり、仕事と学業の両立が難し
くなったり、高齢者や障がいを持った人たちの身体への負担や経済的困難などで通えなくなること、通学を
諦めてしまうことが懸念されるとして定時制高校の削減には一貫して反対して来ました。
　いま、定時制高校に通う生徒の抱える問題や取り巻く状況は複雑で、働きながら通う生徒だけでなく、不
登校を経験した生徒、経済的貧困や家庭の困難など様々な問題を抱える生徒も多く通っています。定時制高
校に通う生徒にとっては、きめ細かい教育があり、心を癒す仲間や先生がいて、やっと見つけた場所だと感
じている生徒が多いという実態もあります。
　先日訪問してお聞きした市立川崎高校定時制の先生の話では、地元の中学校の教師と連携をとり、地元で
の生活状況をよく掴むことができることが、その生徒への助言・援助に効果的に繋げることができると話さ
れていました。商業高校定時制には幸区から通う生徒が４割、川崎区の生徒が２割です。今の定時制高校の
果たしている役割を考えれば、地元に根ざした定時制高校のあることが大事だと考えます。したがって、い
まある定時制高校は削減すべきではありません。見解を伺います。
住宅耐震化について
　新年度から住宅耐震の制度に、部分改修や耐震ベッド、耐震シェルターも助成対象に拡充されました。熊
本地震以降、住宅の耐震化を希望する方が増えています。４月以降の全体改修の申請数については、予算件
数34件に対して直近で30件となっています。熊本地震を踏まえ、市民の耐震化に対する意欲が高まることが
予測されます。申請数が予算件数を上回るときには、予算を増額して対応すべきです。伺います。
　先日、耐震化を相談した市民が、申請から着工まで75日以内、約２ヶ月掛かるといわれたとのことです。
何故２ヵ月も掛かるのか調べたところ、現地調査、計画内容や積算見積もりのチェック、建築確認や納税証
明など書類審査と手続きを積み上げた結果とのことです。多様な制度が導入されましたが、宣伝広報から申
請手続きと全て同じ部署で行われており、一方で職員を増やしておらず、申請期間の長期化をもたらしてい
るようです。そこで、手続きの簡素化と、制度の普及促進の要となる職員の増員を強く求めますが、対応を
伺います。例えば、耐震化キャンぺーン期間を設け、技術職OBの力も借りて、短期間に手続きを終わらせ
ることが出来るような、集中した取り組みは実施できないのか伺います。
学校防災機能の充実について
　震災時に地域住民の避難所となる市立小中学校、高校、特別支援学校では防災機能の整備・拡充が求めら
れます。体育館へのスロープ化、体育館内のテレビなど情報通信機器の端末整備、Wi－Fi機能、体育館内
や格技室内等のトイレの洋式化、マンホールトイレの整備、さらに、緊急時に飲料水を確保するため受水槽
の水を有効活用する施設の整備、灯油式発電機の整備、プロパンガス設置など複数熱源の導入、校舎の窓ガ
ラス飛散帽子フィルムの貼付、それぞれの現状と今後の計画について伺います。
　首都直下地震はいつ起きても不思議ではない状況です。長期保全計画とは切り離し早急に全校整備すべき
です。伺います。
児童生徒用備蓄物資の整備について
　東日本大震災を受けて2011年度以降、本市は児童生徒用備蓄物資として、市立の小中学校、高校、特別支
援学校に食料として、アルファ化米、栄養補助食品、氷砂糖、飲料水、生活必需品として、非常用ランタン、
防寒用アルミシートが整備されてきました。保存期限がある非常食・飲料水については、防災訓練などに活
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用すると共に、その後の補充は各学校で対応するよう求める通達が昨年４月、教育委員会から学校長あてに
出されました。しかし、学校も予算がなく、PTAで購入した学校が複数あると仄聞しています。市立学校で
の公的な備蓄物資は、補充分も含め、市の責任で整備すべきです。伺います。
街区公園の整備について
　2008年改訂の緑の基本計画では「身近な公園の整備推進」として、それまでの街区公園の整備方針を変更
し、小学校区を構成する町丁目の３分の２の地区に公園を配置されるように努めることとしました。歩いて
いける範囲に公園ができるだけでなく、災害時のいっとき避難場所としての役割を担うと位置づけています。
この方針により、全市で32の地区で公園が未充足とされていました。これらの地域は住宅密集地として、こ
の８年間で２つの公園が整備されたものの、それ以上の進展が見られません。未充足地域への街区公園の設
置について、公園の整備のために土地取得費は予算化しているのか、用地を探し、地権者との交渉をする人
員は確保されているのか、具体的な取り組みと整備の見通しについて伺います。
　密集市街地の不燃化推進制度の条例化に向けた中で、空き家を更地にして公園として借用する無償の使用
貸借契約方式も検討しています。こうした他局の制度を参考に、未充足地域の街区公園整備について新たな
手法の導入も含め、あらゆる手法を駆使して未整備地区に街区公園を整備することについて対応を伺います。
高齢者福祉について
介護予防・日常生活総合事業について
　川崎では４月からスタートしました。訪問型・通所型サービスとも「現行相当」「基準緩和」「スーパー基
準緩和」体系で始まりました。要支援の高齢者は様々な生活上の困難を抱えており、在宅生活を送る上で専
門職であるヘルパーの訪問やデイサービスへの通所が「命綱」になっている人も多く、住民主体の「多様な
サービス」に移行させることは慎重にしなければなりません。
　さらに「骨太の方針2015」では、「要介護１・２」に対するサービスの見直しと「市町村事業への移行」
の検討が明記されています。こうなれば、介護保険の原則を根幹から揺るがすことになります。軽度者であっ
ても介護保険サービスを受けることによって認知機能や身体機能などが維持できた結果、それ以上の重症化
が抑制され、物心両面における将来の介護リスクが軽減されるといわれているのです。
　川崎では総合事業の「現行相当サービス」の報酬単価は訪問型では月額単位から週単位にかわり、１年の
半分は月４週なので、報酬は今の12,988円から10,363円になります。同じサービスを行って報酬が下がって
しまいます。相模原市では報酬単価は月額単位を維持しています。川崎市でも月額単位に戻すべきと思いま
すが、伺います。
「基準緩和サービス」の報酬は、横浜市は現行相当サービスの90％です。しかし、川崎市は現行相当サービ
スの70％で、月４週で見た場合、7,250円と現在の56％の報酬となります。事業者がこのような低い報酬で
引き受けられるでしょうか。結局、要支援者は引き受け先がなくなり、要支援者介護難民を生み出すのでは
ないでしょうか、見解を伺います。
　この「基準緩和サービス」については、簡易研修を受けた人がその担い手になる、ということです。研修
について、夏ごろから実施したい、ということですが、その研修時間は５時間、プラス同行訪問が最低２回
となっています。研修機関も、使用するテキストも、受講料の負担も事業所かまかせです。その研修を受け
た人が生活援助に特化した担い手としてサービス提供を実施するとしています。この事業の目的は将来的な
担い手不足への対応として担い手の裾野拡大ということです。すでに、制度はスタートしておきながら、ま
だ研修の体制も整っていない、市の責任もあいまいです。
　横浜市では市が責任をもって標準テキストを作成しています。川崎でも市が責任をもって標準テキストを
作成すべきではないでしょうか。研修は項目ごとに20分、30分、60分程度で合計わずか５時間でよしとされ
ていますが、これで責任をもった利用者への対応ができるでしょうか。伺います。担い手確保の見通しにつ
いて伺います。
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　川崎では、スーパー基準緩和サービスが総合事業に加わっていますが、保健師等による居宅での相談指導
等、生活機能を改善するための運動機能向上や栄養改善などのプログラムによる短期集中予防サービスはメ
ニュー化されていません。その理由について伺います。
　スーパー基準緩和サービスは報酬がなく、川崎市がやるのは広告・宣伝のみ。訪問型では実施が民間企業
の高齢者向けサービスなど、通所型の実施者は、フィットネスクラブ等の高齢者向けサービスとなっていま
す。全額自己負担ですから、年金含め低所得の高齢者は利用することはできないと思います。これでは軽度
者の切り捨てに市が手を貸すようなものです。伺います。公的部分を縮小し、一方で新たな「市場」を企業
向けに自費サービスとして提供するようなこういう事業を国に率先して川崎市がメニューとして掲げるべき
ではない、と思いますが、伺います。
特養ホーム入居申込方法の改善について
　本市の特養ホーム入居申込は、「入居を希望する施設に申し込むものとする」こととなっており、入居申
込書などの書類と各施設が必要とする書類を添え、希望する施設ごとに提出しなければなりません。横浜市
では申込みセンターが設置され、入所申込書に入所希望を最大５施設まで記入が可能となっており、提出を
受けた申込みセンターが入所希望の施設に提出する仕組みを取っています。希望施設を変更する際も申込み
センターに同申込書を提出することで対応されます。また、申込みセンターに問合わせれば、待機の少ない
施設の情報提供が行われるなどの工夫がされています。本市でも申込者の負担軽減、各施設の待機状況の情
報提供などを一括で行う仕組みに改善すべきですが、伺います。
川崎プレミアム商品券事業について
　市内における消費喚起を目的として、川崎プレミアム商品券事業が取り組まれ、その報告書では市内4184
の店舗で利用され、約12.6億円の消費を新たに喚起したとされています。この事業目的は、市内商店街を始
め中小商店の活性化を図ることでしたが、大規模小売店舗での利用は74％、24億２千万円だったのに対し、
中小店舗での利用状況は商品券の利用額で26％、約８億７千万円にとどまりました。
　仙台市が取り組んだプレミアム付商品券事業は、大型店と中小店舗で使える共通券と中小店舗でしか使え
ない専用券各々６枚ずつで１セットとして販売しました。その結果、中小店舗でも95.1％の店舗が商品券の
利用があったと回答し、専用券の99.7％が中小店舗で使用されたことに加えて、共通券の18.5％が中小店舗
で使用されていることから、商品券利用全体の59％、28億円が中小店舗で利用されました。
　商品券の券種の設定に加え、各取り扱い店での商品券の利用を促進する取り組み、専用券の利用提案を徹
底して行った広報などが功を奏したものと評価し、ともすると、大型店に流れがちな消費需要を、地域の商
店に結びつけるきっかけを作ることは、一定程度できたとしています。川崎市でも、同様の手法を用いた場
合は同様の効果が得られたことは確かであると考えますが、見解を伺います。
正規雇用労働者の雇用を拡大する対策について
　非正規労働者は川崎市においても増加し全労働者の４割近くになっています。
　2015年７月の総務省統計局の調査によると、非正規の職に就いた理由として「正規の職員・従業員の仕事
がないから」というのが非正規雇用者全体の約２割331万人にのぼり、そのうちの48％、159万人が転職を希
望しています。こうした不本意非正規雇用者は川崎市でも推計で約５万５千人になると考えられ、非正規雇
用から正規雇用への転換をすすめる支援が切実に求められています。
　2014年12月東京都は「長期ビジョン」を発表。この中で年間５千人、2017年度までの３年間で1.5万人の
非正規労働者を正規労働者にすること、不本意非正規（2012年16万7100人）を2022年には半減（８万３千人）
する目標値を示し、2015年度からそれぞれの世代の雇用実態に即して多様な事業を用意し実施してきました。
　１つは、「正社員転換型」で、社内転換で正規雇用化する企業への支援を行なうものです。社内で非正規
雇用者を正社員に転換した企業に対して国と都から最大100万円を支援します。さらに、都内企業の中で中
小企業が99％である実態に鑑み、中小企業退職金共済制度への加入に対する支援として都独自に10万円助成。
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2015年度1500人規模に対し申請が5285名と目標をはるかに超えたことから、2016年度は6500人規模に拡大し、
予算額も約40億円に増額しています。
　２つ目は、「正社員雇用型」で、若年非正規労働者を正規労働者として採用した中小企業への支援です。
東京労働局内の若者応援企業が、対象となる若者を正社員として採用し６ヵ月を超えて就業している場合、
一人当たり15万円を企業に奨励金として支援するもので、１社あたりの助成上限はありません。
　就職氷河期世代を対象にした正規雇用化事業として、日当や交通費を出して就職活動、研修に専念できる
ようにした中高年サポート事業や職務実習型正規雇用化支援も実施。そして、ワンストップできめ細かい相
談ができるよう、この４月からハローワークに都の職員数十名も常駐させた窓口を開設しています。
　これらの施策の根底にあるのは、「働く人の３分の１が非正規というのは尋常ではない」と、働き方の多
様性を認めつつも、不本意ながら非正規で働かざるを得ない「不本意非正規」の実態があるという正確な認
識に立ち、それを解消するという都職員の強い決意です。そして、「非正規の正規化について数値目標を設
定すべき」「非正規の方の正規雇用への転換をすすめるには中小企業への支援が欠かせない。正規雇用促進
のために中小企業への助成を拡充すべきだ」という都民の要求に対応した施策を展開してきたものです。
　本市でも、不本意非正規労働者の現状を認識し、非正規雇用から正規雇用への転換策、正規雇用を拡大し
ていく施策を実施すべきです。また、市内企業の97％を占める中小企業が正規雇用を拡大することが効果的
なことは東京都の例からも明らかです。中小企業が正規雇用者を採用した場合の支援を行うべきです。市長
に伺います。
東芝のリストラについて
　2015年12月に１万600人の人員削減を打ち出した東芝は、３月18日発表の「16年度事業計画」では、３月
末までに削減数を１万3820人に拡大、４月15日には１万4450人、さらに2017年３月末までに、３万4000人を
削減するものです。
　他社へ転籍を迫られている女性は、「親の介護もあるうえ、通勤時間が２時間以上になる」、40代の男性は「関
連会社への転籍前提の出向命令が出て、拒否したら４月から担当業務はないと言われた」、育児休業中に退職
勧奨を受けた女性は、「不本意だったが退職した」などの声が寄せられています。粉飾会計の財務処理による
長時間過密労働、過度なプレッシャーのため、健康被害や休職などの実態も深刻です。
　厚生労働省は2013年３月27日付通達で、「地方労働局が具体的な情報を把握すること」、「企業に対し雇用
維持努力を要請すること」、「地方公共団体とも連携して雇用対策本部を設置し、積極的に対応を図ること」
などを求めています。
　東芝青梅事業所がある青梅市と羽村市の両市長は、地域に与える影響が大きいと、３月に事業所の存続を
求める申し入れを東芝の社長に行ないました。わが党が３月議会で東芝のリストラについて具体的な対応策
を市長に聞いたところ、「様々な施策を実施してきた」と答弁されました。リストラ問題で実施してきた「様々
な施策」とは何か、具体的にお答えください。「様々な施策」には厚労省の通達に基づいた労働局と連携し
た対応も含まれているのか伺います。「様々な施策」でどのような効果があったのか、伺います。
　今後さらなるリストラの拡大計画があることから、厚生労働省の通達にあるように、企業に対し雇用維持
努力を要請すべきです。市長に伺います。また、地方公共団体とも連携して雇用対策本部を設置し、積極的
に対応を図ること」とされているわけですから、労働局と連携して雇用対策本部を設置し対応すべきです。
伺います。下請け企業や地元商店街などに与える影響についても実態調査すべきです。市長に伺います。
羽田連絡道路について
　５月26日に殿町小学校において、都市計画素案説明会が行われ、地元住民の不安や疑問が次々と出されま
した。貴重な干潟の環境保全に対する対応について、生態保持空間として位置付けられている干潟について、
橋をかけたら天敵からの攻撃を避け、野鳥は橋の下を通らないという習性があるので、橋の河口側にしか行
けないという指摘に対して、橋脚の数を減らし、配慮しているという回答でした。



－ 106 －

　本年５月10日付けのインターネットニュースにも「わずか５分の時間短縮のために『羽田連絡道路』を建
設。渡り鳥の棲む干潟が犠牲に!?」という表題で記事が掲載されていました。その中で「東京湾の干潟は過
去の10％程度しか残っていません。多摩川河口は東京湾に残る河口干潟として塩性植物群が残る唯一の場所
です。多くの渡り鳥や底生生物が生息する場所は、羽田空港の直近という立地では奇跡的」と指摘されてい
ます。その貴重な干潟に渡り鳥が飛来できなくなる、干潟が危機に晒されているという懸念に対して、どう
配慮できるというのか具体的にお答えください。
　環境アセスについて、第３種アセス、いわゆる自主アセスの手続きで済ませるということですが、環境保
護団体等専門家の意見を聴取するためにも公聴会を独自に開くべきですが伺います。
　橋の必要性について「そもそも大師橋や縦貫道路など既存のルートがある中で、キングスカイフロント地
区の事業と連絡道路がどのように寄与するのか分からない。道路をつくらなければどのようなマイナスがあ
るのか」の質問に、「数値では算出できない」と答えていました。ということは、キングスカイフロント地
区の活動に連絡道路は無くても支障はないということになりますが、見解を伺います。
川崎港コンテナターミナル整備、東扇島堀込部埋立整備事業について
　平成30年代後半までにコンテナ貨物取扱量は40万TEUをめざすとし、そのための整備・拡張が進められ
ています。240億円もかける東扇島堀込部埋立土地造成事業も、「平成37年における取扱貨物量は約40万TEU
となる見込みであり、そのためにはコンテナ関連用地が不足する」ことを理由にあげています。
　しかし、40万TEUに増える根拠については、新規立地によって見込まれる貨物が11万TEU、利用者アンケー
トによる既存貨物が約12万TEU、川崎港が担うべきアジア貨物が17万TEUになると、３つの分野の内訳が
示されただけで、増える根拠は示されず、市当局の願望にすぎないことが明らかになっています。
　那覇港コンテナターミナルは、現在、２バースの総延長600メートル、ガントリークレーン４基、コンテ
ナヤードのグランドスロット数＝コンテナを蔵置する１段目のスペース数は2,298TEUなどで、年間取扱可
能量は45万TEUと公表しています。
　新たな整備拡張計画を進めるには、現在の施設で、どれだけのコンテナ取扱能力があるのかを把握するこ
とが大前提になります。国土交通省北陸地方整備局港湾空港部の「社会インフラの確保」（港湾等）の資料
で示された「コンテナターミナル最大取扱貨物量算定の考え方」によれば、年間の取扱量、グランドスロッ
ト数、ピーク率（年平均日取扱量に対する年最大日取扱量の比率）、有効係数（コンテナを蔵置するスペー
スの有効活用率）、コンテナ最大積段数、ヤード内の平均蔵置日数、年間の作業日数、などから算定できます。
川崎港コンテナターミナルの現状から、それぞれの数値について伺います。それらの数値をもとに算定した、
年間の最大取扱可能量についても伺います。
議案第107号南武線津田山駅自由通路新設及び橋上駅舎整備工事委託等契約の締結議案に関連して
　この事業は、鉄道による地域分断の改善や踏切を横断する駅利用者の安全性・利便性の向上等駅へのアク
セス向上に向けて取組まれてきました。津田山第１踏切側にはアクセス向上対策が示されてきましたが、こ
の間、住民の方々から寄せられた「平瀬第２踏切」側からも線路を横断せずに駅舎に行くことが可能な「ア
クセス向上策」を繰返し質問してきました。昨年12月議会の答弁は「平瀬第２踏切側からの水路上部の通路
の設置は敷地の狭隘と隣接する道路との高低差等の課題含めJR東日本と協議し検討する」でした。その後
の進捗を伺います。以上で質問を終わります。

【意見・要望】
ヘイトスピーチへの対応について
　ヘイトスピーチ解消法をふまえた差別扇動行為への対応について市長の答弁は、現行の枠組みで最大限対
応するとともに、「新たな方策も検討する」ということでした。　申請を別名義で行なってきた場合など、
現行の枠組みのみで対応するのは限界があると考えられます。違法な差別行為を行う団体等への使用許可の
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あり方について、公平公正に判断する第三者機関の設置などを盛り込んだ条例制定に踏み出すことを要望し
ます。
川崎プレミアム商品券事業について
　同じ手法を用いた場合に、仙台市と同様に中小商店に、より効果がある結果が得られたのではないかと尋
ねたことに対して、「実行委員会が主体となって実施した」と述べました。そのことが、中小商店の活性化
を図るという事業目的を十分に達成できたのかどうか、予算執行に対する行政の責任がいささかも免れるわ
けではありません。仙台市のように、大型店と中小店舗で使える共通券と中小店舗でしか使えない専用券各々
６枚ずつで１セットとして販売するなど中小商店に、より効果がある工夫していたら中小商店の売り上げ
アップに効果が得られたことは明らかです。他都市のこうした事例を参考に、きめ細かい工夫を凝らして、
川崎市内で新たな商品券事業として取り組むべきです。また、現在、商店街・団体独自に実施している商品
券事業について、プレミアム分の支援を行うべきことを強く要望しておきます。
【再質問】
正規雇用の拡大について【市長】　　
　川崎市内に不本意非正規労働者が存在することを認める答弁が初めてあり、推計で少なくとも５万5000人
の不本意非正規労働者がいることがわかりました。
　ところが、正規雇用拡大の答弁は、キャリアサポートかわさき頼みです。しかし、2015年度の「キャリア
サポートかわさき」の登録者数は867名、就職決定者は467名です。そのうち、正規雇用者は170名です。こ
れで、どうして５万5000人の不本意非正規労働者に対応できるでしょうか。市長に伺います。
　また、キャリアサポートかわさきの就業マッチングにより「採用意欲の高い」中小企業の人材確保につな
がるとの答弁でした。しかし、市内企業の97％を占める中小企業は、採用意欲があっても正規雇用として採
用できないのが実態です。企業の規模が小さくなればなるほど最低賃金の保障、退職金の支払いとあわせ、
社会保険料の負担など大変で、正規で雇用することに消極的にならざるをえません。
　中小企業が負担を増やさずに正規雇用でき、非正規労働者が正規雇用になっても手取りが減らず働き続け
られるようにするためには、正規雇用にした際の中小企業の負担を行政が助成することが必要です。だから
こそ、東京都は、中小企業が正規雇用の採用に踏み切れるよう、中小企業退職金共済制度に加入した場合の
負担分を助成しているのです。本市も、中小企業への助成を実施することで、正規雇用拡大策に踏み出すべ
きです。伺います。
東芝のリストラについて
　厚労省の通知では、「１ヵ月以内に30人以上の離職者が発生する場合」は、大量雇用変動届け、再就職援
助計画を提出しなければならないとしています。今回のケースはこれに当たると考えますが、その情報提供
について市長に伺います。
　雇用対策本部の設置は、雇用調整の規模が大きく、地域経済に対する影響の程度が甚大である場合、必要
に応じて労働局長を本部長として地方公共団体からなる対策本部を設置するとあります。しかも通知には「労
働行政の迅速で的確な対応が期待される」とあります。
　今回の東芝のリストラは１万4000人規模であり、リストラ対象である半導体部門のある東芝小向工場が幸
区にあります。まさに地域経済に大きな影響を与えるリストラ計画です。「迅速で的確な対応」という点では、
沖縄県が137人規模のコールセンターの閉鎖で公表した翌日に沖縄労働局は雇用対策本部を立ち上げていま
す。答弁では「国、県、市それぞれの役割・責務に基づき、適切に対処すべき」とありました。リストラの
直接の被害を受ける労働者がいて、直接、経済的な影響を受ける川崎市として、雇用対策本部の設置を神奈
川労働局に働きかけるべきです。伺います。
認可保育所の整備について
　今年４月の入所申請者数は27,576人です。来年４月に向けての申請者数は、市の分析からしても今後、さ
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らに増加するとしていますが、来年４月の地域型保育事業含めた定員は今年度中の整備による定員増1895人
を加えて26,634人です。すでに今年４月時点で、入所申請者数に対し、942人定員が足りない状況です。実
際の定員の不足を解消するとともに、申請者の増加を見こんだ整備が必要です。しかし、答弁は「不足する
受け入れ枠については、地域型保育事業や、川﨑認定保育園なども含め、多様な手法を積極的に活用して柔
軟に対応する」とのことです。子ども未来応援プランの（量の見込みと確保方策）計画は、保育所及び認定
こども園の２・３号認定、及び地域型保育事業の合計が28,002人なのですから、この目標値を実際に確保す
べきと考えます。今回、早い時期の補正予算が組まれましたが、安心子ども基金を活用して、整備計画の上
乗せがさらに必要と考えますが伺います。
介護予防・日常生活総合事業について
　16年前に始まった介護保険は、保険料で見た場合当初の基準額2,950円から現在は5,540円と約２倍に膨れ
上がりました。多くの高齢者は有無を言わせない年金からの天引きです。３年に１度上がっていく高い保険
料を支払っていても、きわめつきのスーパー基準緩和サービスなるものは、ホームヘルプサービスにしても、
デーサービスにしても企業を含む民間を利用して、しかもかかる費用は全額自分持ちです。これでは、低所
得の年金者など利用できない、これが、何故介護予防なのでしょうか。まさに介護軽度者の切捨てではない
でしょうか。伺います。
住宅の耐震改修について
　熊本地震は、今なお余震が続いていますが、震度７のゆれが立て続けに襲い、建物等に影響を及ぼす震度
５以上の揺れが、18回も繰り返しています。一般的に、震度７の地震によって倒壊しないということが新耐
震基準の前提になっていますが、益城町では、耐震基準が厳しくなった2000年以降建築された建物であって
も、全壊、半壊が51件あるという報道もあります。専門家も、新耐震基準の建物倒壊に注目し、国の調査も
始まっていますが、特に、耐震基準がさらに厳しくなった2000年以降の建物で被害があるということが深刻
です。熊本地震を通して明らかとなった新たな課題について、どのように受け止めているのか、伺います。
　国が結論を出すまでには、時間がかかります。そこで、例えば、耐震改修助成制度目安となっている新耐
震基準1981年以後について、今年で35年が経過することを踏まえ、特に、災害弱者といわれる障がい者、高
齢者に対して、新耐震木造住宅であっても、耐震ベッドや耐震シェルターも助成対象とするなど、新耐震基
準木造住宅への新たな助成制度の拡充について、対応を伺います。
　耐震診断に関わらず、耐震対策の対象外である店舗であっても、混構造建物であっても、耐震改修を行う
ことが出来る制度として、改めて住宅リフォーム助成制度が有効だと考えます。川崎市として実施を検討す
べきです。伺います。
街区公園の整備について
　この８年間で２つしか公園が整備されていないと指摘しましたが、１地区はマンション建設の際の提供公
園、１地区は市営住宅の改築の際にできた空地です。今年度末に解消する地区も個人の寄付との答弁で、結
局市が自ら働きかけて買い上げてきたところはひとつもありません。そもそも、土地取得費は近年予算に計
上されておらず、土地を探す人員もまったく配置されていません。29の当該地域の住民に対し広報もされて
いないため、空地の情報も入ってきません。土地が向こうから来るのを待っているというのが実態です。来
年度、緑の基本計画の目標達成年次を迎えるにもかかわらず、これでは残る29地区に整備することは到底難
しいといわざるを得ません。防災の観点からも必ずこの未整備地区を解消する立場に立って、土地取得費を
つけるとともに、町会などへの周知をおこなうこと、土地所有者への借地の手法なども含めた、丁寧な説明
を行なうなどのために人を配置し、着実に土地を取得するための独自の体制をつくるべきですが、伺います。
羽田連絡道路について
　河川を横断する橋をかけた場合に、渡り鳥が橋の下を通って上流には行かなくなるのではないかという心
配に対して、渡り鳥の習性などに即して、具体的な配慮について伺いましたが、橋脚を少なくし、ケーブル
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など路面上に突起物を設けないシンプルにしたことが、どういう渡り鳥の習性に即したものなのか、説明し
てください。
　しかも、工事用船舶が進入できるよう、干潟の一部を浚渫する計画まで明らかになりました。アセスの準
備書にも、浚渫量については記載がありますが、具体的な位置や面積などは記載されていません。伺います。
　「工事完了後可能な限り速やかに埋め戻すことにより干潟の回復を図る」としていますが、一度壊してし
まった干潟が回復するのでしょうか。何年で回復できると考えているのか伺います。そうした影響について
アセスメント準備書にも具体的に示されていません。専門的な知見も踏まえずに、通り一遍のアセスメント
で貴重な干潟を守ることはできないと考えます。ですから、公聴会など専門的な立場からの意見や見解を伺
うべきと指摘したのです。「連絡道路は２車線のため、指定開発行為には該当しない」といいますが、そも
そも２車線とした理由について何を根拠にしたのか伺います。
　説明会での質問「橋がなければどれだけのマイナスが生じるのか」ということに対して、具体的な数値を
算出することは難しいとしています。本来、橋を架けることに対する効果については、事業前に算出するの
が当然ではないでしょうか。それなのに、具体的数値を算出していないというのは、つくることが先で、事
業に対する効果も理由も後で検討するということでは、本末転倒ではないでしょうか、伺います。
川崎港コンテナターミナルについて
　今回初めて国土交通省が示す算定方式から、年間の最大取扱可能量について伺いましたが、算定に必要な、
いくつかの基礎的な数値については企業情報に関わるもので行政では把握していない、年間の最大取扱可能
量については算出できない、との答弁でした。市が策定した川崎港港湾計画で、およそ10年後には年間40万
TEUになるとの目標値を公表しているわけですから、市の施設として、現状でどれだけの取扱能力を有し
ているのかを把握し、明らかにするのは当然です。
　現在の最大の取扱能力を把握していないのに、「コンテナターミナルの蔵置場所は逼迫している」といえ
るのか、矛盾していると考えますが、伺います。
【再々質問】
正規雇用の拡大策について
　市長の答弁は、不本意型非正規雇用というのは、「雇用のミスマッチ」が主な要因」との認識でした。つ
まり、市内の不本意非正規雇用者推計およそ５万5000人は、「雇用のミスマッチ」が要因であって、「キャリ
アサポートかわさき」に登録をし、「キャリアサポートかわさき」が実施するカウンセリングなどを利用す
れば、不本意非正規雇用から正規雇用に拡大してつながるということでしょうか。伺います。
東芝のリストラについて
　2013年３月27日の厚労省通達では、労働局がリストラ企業に対して「離職者の発生をできる限り最小限に
とどめ、雇用維持の努力を行うよう要請する」とされると同時に、「リストラ企業における雇用調整の規模
が大きい場合には地域住民等の雇用不安が急激に拡大する可能性がある」などから雇用対策本部を設置する
とされています。
　また、労働局に対して「地方公共団体が主導の下、合同実施の呼びかけがあった場合は、労働局がそちらに
参画するなどして柔軟な対応を図る」と地方公共団体からの設置の働きかけに応えることが明記されています。
　事前のやり取りで、市も「市内の離職者の数は把握している」「大量雇用変動届けのケースにあたると考
えられる」と認識しているとのことですから、この通達の主旨に基づき、神奈川労働局任せにせず、雇用対
策本部の設置を川崎市として労働局に働きかけるべきです。市長に伺います。
総合事業について
　今の答弁は、「現行相当サービス」の提供も可能なので、利用者の所得に係わらず適切な支援はできる、
ということで理解してよろしいのですね。
　その「現行相当サービス」ですが、将来なくなってしまうのでは、たいへんです。「基準緩和サービス」「スー
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パー基準緩和サービス」だけには特化しないで、「現行相当サービス」は今後も残すということでよろしい
ですか、伺います。
羽田連絡道路について
　なぜ、２車線にしたのかと理由を聞いたことに対して、「総合的に判断したから」ということでは、理由
になっていません。総合的な判断とは何か、具体的に伺います。２車線にした「総合的な判断」には、「202
0年までの完成」というスケジュールも含　まれているのかも、伺います。連絡道路の効果について、「効果
が見込まれる」とされた見込まれた効果について、具体的にお答えください。
川崎港コンテナターミナルの貨物取扱能力について
　　私どもは東京港や横浜港も視察し、川崎港コンテナターミナルも視察して見比べてきましたが、ターミ
ナル・ヤード内のコンテナの積まれ方・集積状況はケタ違いであり、年間９万～10万TEUに増えていると
いう最近の川崎港を見てもまだ十分に余力があるという印象です。「蔵置場所が一時的に不足する状況が発
生している」との答弁ですが、その日は具体的に年間で何日あるのか、伺います。年間の最大取扱能力を算
定し、公表すべきですが、伺います。
【再々々質の前の意見】
正規雇用の拡大策について
　市長の答弁は、市内の不本意非正規雇用者が、推計で５万5000人存在することがわかっていても、非正規
雇用者の実態をつかむことなく対応策は考えないということではないでしょうか。結局、正規雇用を増やす
施策が、就業マッチング等を行なう「キャリアサポートかわさき」だけというのでは、あまりにお粗末です。
東京都のように、中小企業への財政的支援を行って、正規雇用の拡大にむすびつけることを強く要望し、引
き続き、議論をしていきたいと思います。
東芝リストラについて
　先の厚労省通達では、雇用対策本部を設置する場合として、「短期間に多数の離職者が発生する」「複数企
業の連鎖倒産が生じ、地元における影響が顕著である」に加えて、「当該地域の市町村議会、都道府県議会
又は国会において…、質疑や要請が繰り返し行われることが予想される場合」をあげています。東芝のリス
トラ問題は、この間、国会、都道府県議会、川崎市議会でも質疑、要請が繰り返し行われてきまきかけるこ
とを含めた対応だと受け止めました。
　設置場所、本部長について通達では「地方公共団体主導の下、合同実施となった場合は、地方公共団体の
長が本部長となることも考えられる」として、自治体の長が本部長になることも想定しています。この通達
の主旨に基づき、神奈川労働局任せにせず、川崎市として雇用対策本部の設置を労働局に働きかけるべきこ
とを要求したのに対し、市長は「適切に対処する」と答えました。これは、神奈川労働局に市長自ら働した。
その方向でしっかりとした対応を行なうことを求めておきます。
【再々々質問】
川崎港コンテナターミナルの貨物取扱能力について
　年間の最大取扱能力について「算定できないから公表することもできない」との答弁は極めて重大です。
蔵置場所が一時的に不足する状況が年間で何日あるのかについては答えがなく、中国の休日である春節や国
慶節および年度末を迎える時期に貨物が集中するとのことです。それならば年間365日のうち数十日だけで
す。それも、どれだけのコンテナ集積状況をもって「蔵置場所が逼迫」といえるのか、根拠が不明です。
　2014年に改訂された川崎港港湾計画は、およそ10年後に40万TEUに増加するとの見込みを前提として、
第２・第３バースの増設、コンテナ保管用地の拡張など大規模な整備計画が打ち出されました。今回240億
円もかかる東扇島堀込部の埋立土地造成事業も、それが大きな理由です。市として、これだけの大規模な整
備計画を立てたのですから、現状のコンテナ取扱能力を把握していることが大前提であるはずです。
　現状の取扱能力を把握しないまま策定された川崎港港湾計画と堀込部埋立土地造成事業は、白紙に戻すべ
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きと考えますが、伺います。
【最後の意見】
　羽田連絡道路ですが、2020年のオリンピックまでに間に合わせることを優先して、指定開発行為に当たら
ないからと公聴会も開かないで手続きで簡素化し、その効果も国のマニュアルを持ち出すだけで、連絡道路
をつくらなければならない必要性について何一つ説明できませんでした。このような橋の建設で、貴重な干
潟、自然環境や住環境を破壊することは許されません。
　川崎港コンテナターミナルについても、前提となる現状のコンテナ取扱能力を把握しようとせず、根拠の
ない40万TEUという増加見込みを立て、現状からどれだけの規模の施設整備が必要かという根拠も曖昧な
まま、大規模な整備拡張を進めるというのは、税金の使われ方として納得できるものではありません。
　今回の論議で、根拠も理由も示せなかったコンテナターミナルの整備拡張や臨海部での巨大な橋の建設など
不要不急の大規模開発はきっぱりと中止して、予算の使い方を改めることを強く求め、あとは委員会に譲ります。

2016年第２回川崎市議会定例会代表討論（６月16日）

議案第95号川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は公設公営保育園５園と公設民営、いわゆる指定管理者の運営する保育園５園の民営化に伴う議
案です。私どもは、保育の継続性と公平性を担保し、公設として地域の子育て支援等に大きな役割を果たす
公立保育園を民営化すべきでないと反対してきました。よって、この議案には賛成できません。
議案第96号川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
議案第97号川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて、議案第111号川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備、及び運営の基準に関する条
例の一部を改正する条例の制定について
　この条例案は当分の間、保育士の配置要件を弾力化し、乳児及び幼児が少数の時間帯におおて、市長が保
育士と同等の知識及び経験を有すると認める者をおくことができる。配置すべき保育士の数の算定にあたり、
幼稚園教諭、小学校教諭、または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができる。利用定
数の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超過して必要となる保育士を、市長が保育士と同等の
知識及び経験を有するものと認めることができるなどの規制緩和を行なうものです。
　児童福祉法の「児童福祉施設最低基準」では、「最低基準を超えて、常に設備及び運営を向上させなけれ
ばならない」「最低基準を理由にその設備及び運営を低下させてはならない」と定めています。児童福祉法
の理念に基づき、「保育要件」の規制緩和はすべきではないと考えることから、議案第96号、第97号、第111
号について、賛成できません。
議案98号川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
この議案は、2015年５月27日に国会で成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法
等の一部を改正する法律」のなかの１項目です。
　この法律は、国保制度の財政運営を市町村から都道府県に移管するという、制度始まって以来の大改革が
含まれています。後期高齢者の保険料の特別軽減を政令により廃止する、65歳以下の入院時食事代を引き上
げるなど国民への負担を増すものです。さらに混合診療の解禁など含めて、いつでもどこでも安心して医療
にかかれる国民皆保険制度を根底から揺さぶるもので、国会での審議にあたり反対しました。
　提案された議案は、大病院の外来は紹介患者を中心とするよう、外来の機能分化をすることを目的とし、
紹介状なしの大病院受診時の定額負担を導入するというものです。医療機関の機能分担のためといいますが、
そんなにうまくいくものでしょうか。いままで、川崎病院をかかりつけ医と思い、信頼して受診している患
者さん、特に近隣の方々も、この議案の成立によって、かかりつけ医を新たに探さなければならなくなります。
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　川崎市立病院では、緊急やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その
他定額負担を求めなくてもよい場合を定めるとしている部分について、いままでグレーゾーンとしていた部
分については、初診加算料を徴収しないとしています。このことには、理解を示すものですが、一定額といっ
ても、初診で5000円、再診で2,500円という加算料は庶民にとってかなりの負担です。
　これらの立場から議案第98号については、反対です。
第99号川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、川崎市立商業高校の全日制に普通科を新設するとともに、定時制課程を廃止するものです。
　商業高校に普通科を新設することについては、市民からの強い要望もあり、歓迎するものです。しかし、
定時制過程の統廃合によって学校が遠くなることで、経済的な問題をはじめ、学業と仕事の両立などの問題
から学校に通えなくなる生徒が生まれることが懸念されることから、私たちは定時制高校の削減には一貫し
て反対してきました。定時制高校に通う生徒にとって、充実したきめ細かい教育と暖かい仲間や先生のいる、
かけがえのない居場所と感じられている生徒が多いとうかがっています。こうしたきめ細かい教育は、地元
の中学校と連携し、生徒の生活状況を把握しているからこそ効果を発揮している、とある定時制高校の先生
は話されていました。この議案は、地域に根ざしたかけがえのない役割を果たしている、今の定時制過程を
削減することになるため、反対いたします。
　以上の立場から、議案第95号、議案第96号、議案第97号、議案第98号、議案第99号、議案第111号につい
ては反対、その他の議案、報告については賛成及び同意を表明して討論を終わります。
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2016年第３回川崎市議会定例会代表質問（９月15日）

市長の政治姿勢について
最初に2015年度決算の特徴について
　2015年度の一般会計の決算では、歳入総額が6051億1100万円、歳出総額は6023億1000万円。歳入歳出差引
額は28億100万円で、繰越額25億9400万円を引いた実質収支額、いわゆる剰余金は２億700万円。市税は３年
連続増収で初めて3000億円を超え過去最高となりました。法人市民税は企業の収益は伸びているものの、一
部国税化により約11億円減となりましたが、個人市民税が昨年比で31.4億円増、地方消費税101億円の増な
どが要因です。
　「2015年度予算案について」では、対前年度比で市税40億円、地方消費税92億円増と予測しながら、「歳入
全体の増加が見込めない」と断定。社会保障関連費の増加などにより、54億円の収支不足を減債基金から借
り入れる、“厳しい”財政状況だとしていました。しかし私たちは、収支不足の試算が半年ごとに140～150
億円単位で推計が異なっていることを指摘し、収支不足の見込みの検証が必要だとして試算根拠となるデー
タを要求しましたが、明らかにされませんでした。
　今回の決算では、54億円生じるとされた収支不足がないどころか、2025年から返済予定だった減債基金に
対して10億円返済したうえ、２億円の黒字となっています。財政調整基金にも21億6000万円積み立てた結果、
基金残高は2014年度28億8000万円から50億4100万円と倍加しました。健全化指標も実質公債費比率が2014年
度の8.2％から2015年度は7.5％とさらに改善するなど、すべての指標において健全化基準をはるかに下回り、
きわめて健全な財政となっています。
　「2015年度予算案について」の収支見通しでは、2015年度は54億円の収支不足、2016年度は基準財政収入
額と需要額の差がゼロとなるため不交付団体になるものの124億円、2017年度187億円、2018年度28億円の収
支不足が出て、収支がプラスに転じるのは2019年度からとしていました。しかし、今回の決算では収支はプ
ラスになったわけですから、収支不足は４年も前倒しで解消したことになります。こうした不正確な試算に
よる収支見通しをもとに市長は「財政が厳しい」を強調し、市民サービスをゼロから見直す「スクラップ＆
ビルド」の方針を打ち出しました。昨年10月からは福祉電話相談事業、高齢者外出支援サービス事業、高齢
者住み替え家賃助成事業の見直しや廃止を断行しました。これらの効果額はわずか300万円に過ぎません。
　私たちは市の試算の曖昧さを告発して繰り返し「財政は厳しくない」と喝破し、市民サービスを削る「行
財政改革」を行なう理由がないことを指摘してきましたが、今回の決算の結果はまさにこうした主張が裏付
けられたことを表しています。
　改めて市長に伺いますが、今回の決算結果からすれば、福祉電話相談事業、高齢者外出支援サービス事業、
高齢者住み替え家賃助成事業など高齢者に対するささやかな福祉施策は削減する必要はなかったと考えない
か、市長に伺います。
　サマーレビューではさらに「高齢者外出支援乗車事業」「重度障害者医療費助成制度」「成人ぜん息患者医
療費助成制度」などについて見直しを検討しているとされています。しかし、いまの市の財政状況からすれ
ば、見直しをする必要はまったくありません。これらの福祉施策の削減は行なうべきではありません。市長
に伺います。
　2015年度予算案では、2018年度までの収支不足を減債基金からの借り入れで賄うと借入金の総額は538億
円になると想定。減債基金への返済は2022年度から行なうとしていました。
　減債基金残高は2015年度末で約1961億円、一般会計の約３分の１の規模です。10年後には3000億円を超え
ると予想され、財政担当者も「最低でも2500億円を超える」と答弁しています。減債基金は、銀行など金融
機関からの借り入れと異なり、市の貯蓄です。今後３年間積み立てを行なわなかったとしても、実質公債費
比率7.5％が10.4％になるだけで、起債に国の許可が必要となる18％までは相当余裕があり、何の不都合も
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ないことはこの間の質疑で確認済みです。
　にもかかわらず、収支がプラスになった分を福祉施策に充てることなく、わずか300万円にしかならない
高齢者福祉事業を削減したままで、なぜ、７年も前倒しして返済をする必要があったのか、市長に伺います。
　また、今議会には多くの市民に大幅な負担を強いる「市の施設の使用料・手数料見直し」の議案が出され
ています。今後も、「行財政改革」で削減予定も示唆されています。決算概要にもようやく「財政が厳しい」
という言葉が出なくなったほどの市財政がかつてなく豊かな財政なのですから、削減した福祉施策を復活す
るならともかく、さらなる「行革」は行なうべきではありません。市長に伺います。
市の施設の使用料・手数料見直しについて
　とどろきアリーナなど６施設の使用料を現行の１割値上げし、事業系ごみなどの手数料は全額受益者負担
とし最大５割値上げする議案が提案されています。市民にとっては使用料で5000万円、手数料で４億2000万
円、合わせて４億7000万円の負担増を押し付けるものです。
　行財政改革プログラムにおいて、さらに、受益と負担の適正化を図るため「使用料・手数料の設定基準」
を見直すとし、42施設中25施設、約６割の施設が標準的受益者負担割合の基準値を下回っているとして値上
げの対象となっています。各施設の標準的受益者負担割合の基準値が25％、50％、75％、100％と機械的に
ふられています。表の標準負担割合の基準値の根拠を市長に伺います。
　標準負担割合は他都市を基準にしたとのことですが、川崎市は他都市と比べて低いとしたら、市民にとっ
ては負担が少なく使いやすいわけで、むしろ誇るべきことではないですか、見解を伺います。
　「使用料・手数料の設定基準」の中で「公費を充てる範囲と受益者が負担すべき範囲を明確にする」とあ
りますが、「受益者が負担すべき範囲」とは何ですか、伺います。
　スポーツ、文化の施設の値上げは「民間の同種・類似施設が多い」「公共関与の必要性が小さい」ことを
理由にしていますが、これら施設の利用者数は団体、個人利用合わせて15年度だけで、とどろきアリーナ88
万人、スポーツセンター153万人、石川記念武道館５万人、余熱利用市民施設35万人の計281万人の方が利用
しています。　
　確かに民間施設はありますが料金も高く、誰もが利用できる施設とはいえません。収入にかかわりなく、
市民ならだれでも利用できるように、また、高齢者の健康を維持するためにも料金を安くして利用しやすく
し、今以上に多くの方々に利用してもらうのが行政の役割です。川崎市は「誰もがスポーツに参加し、スポー
ツの楽しさを味わうことができる」として「スポーツのまちかわさき」を掲げています。今回の使用料値上
げは、この趣旨に逆行することになるのではないでしょうか、市長に伺います。
　手数料の値上げについてですが、対象は事業系一般ごみ、し尿処理、汚泥処理、産業廃棄物など８品目に
もおよび、全額受益者負担として標準負担割合の基準値を100％に設定し、最大５割もの値上げです。ただ
でさえ苦しい経営を余儀なくされている中小企業にとっては、死活問題にもつながる負担です。川崎市の「中
小企業活性化条例」から見ても逆行する改定です。苦しい経営をしている中小企業にこれほどの負担を強い
る理由、全額受益者負担とする根拠について、市長に伺います。
子育て支援策の拡充について
出産後の母子支援の充実について
　本市の出生数はここ数年１万4300人前後で推移していましたが、2015年度の出生数は１万5015人に増えま
した。しかし、区役所保健福祉センターの母子保健、母子支援を担う助産師は、これまで各区１人配置でし
たが、地域見守り支援センターに再編後は２区を兼務とし、４人に減員されました。以前は、母子手帳の交
付の時や、産前及び産後の母体ケア等の相談をしたい時に、保健福祉センターの窓口に助産師がいて心強かっ
たという声が寄せられています．新生児の健康状態の把握、母親の健康状態及び精神状態の把握や育児不安
への助言などをされる新生児訪問指導員の方は、気になるケース，心配なケースが増えており、区役所の助
産師に早くつなぎたいのに２区兼務のため助産師が居ないこともある。また、産後ケア事業でも、保健福祉
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センターの助産師にフォローをつなぎたい場合もあるとのことです。出生数が増加し、役割が増大している
助産師を２区兼務でなく各区に一人配置すべきです。伺います。
小児医療費助成制度について
一部負担金の導入について
　来年度から通院助成対象年齢を小学校６年生まで拡大すると同時に、小学４年生以上は通院１回ごとに最
大500円の窓口負担を導入する議案が出されたことは重大な問題です。
第一は「小学校６年生まで医療費を無料にする」とした市長の公約に明確に反するということです。
　第二に、「コンビニ受診」を抑制するという考えは、実態に反するということです。先の記者会見で市長は、
無料化によって「過剰受診があっては（小児科が）パンクするとの声もある」と述べましたが、これまでの
議会の質疑でも実例を示すことができませんでした。厚労省の検討会でも日本医師会常任理事が「子どもの
医療費助成で、いわゆるコンビニ受診のような不適切な受診は生じていない」と述べています。
　第三に、そもそも対象年齢を拡大する目的として「子どもを産み育てやすい環境をつくるための重要な施
策」といいながら、同時に、受診の増加を抑制する目的から窓口負担を導入するというのは、拡充の本来の
目的と矛盾します。
　第四に、市長は「恒久的に財源がかかるので一定の負担をいただく」と述べましたが、一部負担金による
保護者の窓口負担額は約１億５千万円です。財政が厳しいと言えなくなり、他都市よりも財政が豊かな本市が、
それだけの財源を手当て出来ないはずがありません。これらの４つの問題点について、市長の見解を伺います。
　次に所得制限についてです。来年度、対象年齢が拡大される場合、小学４年生から６年生まで、新たに助
成が受けられる子どもは約２万５千人増えますが、一方、所得制限によって約8200人は助成を受けられませ
ん。ゼロ歳から小学６年生までのトータルでは、助成が受けられるのは延べ約13万4900人に対し、１歳から
の所得制限により約２万５千人は助成を受けられません。子どもの健康と親の所得は関係ありません。この
ままでは子育て世代の不公平感が広がり、行政への不信が強まるのではないでしょうか。すべての子育て世
代のニーズに応え、所得に関係なく、すべての子どもたちの命と健康を守るために、今こそ所得制限を撤廃
すべきです。市長に伺います。
保育所の待機児童解消について
　厚生労働省は今回集計に含まれない、いわゆる「潜在的な待機児童」の自治体別内訳も初めて明らかにし
たと報じられました。
　私たちは待機児童の国の定義はありますが、自治体の裁量で待機児童にカウントできることを指摘し、希
望する認可保育所に入所できない人数を待機児童とすべきと主張してきました。マスコミも「見かけ上の数
字を減らす除外要件の拡大が進み、待機児童数は実態を映さない統計となっていった」と報道しています。
市の裁量が利くのですから見直す考えはないのか伺います。少なくても育児休業中、求職中、一時保育、第
１希望のみの申請等について待機児童にカウントすべきです。伺います。
　子ども子育て支援制度はニーズ調査で明らかになった保育の必要量に対する提供体制の確保方策を認可と
認可外それぞれに事業計画に定めることにしています。制度開始前の質疑で行政は「量の見込みとして盛込
む量は、潜在的なニーズの部分も含めた上で、検討していかなくてはならない」「どのくらいのニーズがあ
るのかを踏まえた上で、実情や社会的状況等も加味した上でニーズの数にどのような形の確保量が必要かを
盛込むつくりになっている」と答弁しました。2017年４月の定員数は2016年度当初予算と６月補正合わせて
1895人分を加えると２万6634人になります。しかし、この数は、今年４月の入所申請数２万7576人より942
人も少ない計画数です。はじめから、このことが明らかなのですから、実態からも、市が自ら策定した計画
を実施する立場からも整備計画数を緊急に増やすべきです。伺います。
　現在、川崎市のホームページに，保育所等の受入れ可能児童数情報が掲載され、保育園別、年齢別に、受
入れ可能数とともに、待ち人数も示されています。これをみるとゼロ歳児と１歳児、次に２歳児の待ち人数
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が圧倒的に多くなっています。
　育児休業を取得されている方々が来年４月の職場復帰のために入所の相談に区役所に行くと、入所できる
かどうかわからないから、育児休業を切り上げて認可外に預けたらどうかといわれている。育児休業は期限
まで取得したいのに、どうしたらいいのかわからない。との相談をうけました。これまでもこうした実態と
相談がありました。育児休業取得後の復帰のための認可保育所での受け入れ枠を含め拡充が必要です。低年
齢児を一定規模受け入れるには、ゼロ歳児から５歳児まで安心して通える60名から120名規模の認可保育所
の整備を促進すべきです。公有地を活用したり、公立保育園の建て替えのための仮園舎用地の跡地の活用が
できないか、検討すべきと考えますが伺います。
こども文化センターについて
　先日私たち議員団は、子ども文化センターを視察させていただきました。どこの子ども文化センターでも
乳幼児から高校生まで、子どもたちの居場所として大きな役割を果たして頑張っている様子を実感できまし
た。しかし、集会室のエアコンは未設置のところがかなりあります。子どもとともによく使用している市民
から、集会室が何しろ暑くてたまらない、エアコンを設置してほしい、という強い要望がだされました。
　あるセンターでは、温度計を置いて、32度以上になると、職員が子どもを集会室から出すことをやってい
ました。また別のセンターでは、子どもたちは広い集会室が大好きで、10分遊んだら５分クールダウンとし
て、外に出して水を飲ますという努力をされていました。新丸子子ども文化センターでは、商業地域で周辺
に住宅が密集していて、窓も充分に開けられず、蒸し風呂のような状況でした。
　このように近隣との関係で窓も開けられない、西日が強烈にあたるなどの集会室について、早急にエアコ
ンを設置していただきたいと思いますが、伺います。
教育をめぐる環境整備について
学校現場における業務の適正化について
　学校現場の多忙化が指摘されて久しくなります。教員が、子どもたちの授業や業務に専任できる体制をつ
くる支援は、喫緊の課題になっています。
　昨年度の新任教員の退職者は特定される退職理由にあてはまらない理由でやめた教員が例年より多く、教
員全体の休職者は75名、うち精神疾患は54名となっています。労働安全衛生委員会で、産業医から、教員の
睡眠時間の質の悪化が心配と指摘され、長時間労働への警告も示されています。
　また、今年度も定数内欠員が全体で387名でスタートし、臨時的任用教員で補ったとしても、これでは安
定的な学校運営はむずかしいものです。
　文科省の今年６月の「学校現場における業務の適正化に向けて」の改善方向を今こそ川崎でも活かすとき
です。具体的な提言では、「学校を設置する地方自治体自らの業務として学校給食費の徴収・管理の責任を負っ
ていくことが望ましい。学用品費や修学旅行費等の学校徴収金の徴収・管理業務も学校給食費と同様な環境
整備を推進する必要があり」とされています。川崎では小学校では、教員が校務分掌として実施しており、
特に栄養士の巡回校は教師の負担が深刻です。中学校給食がはじまる時期、公会計化しなければ新たな業務
負担になり、大変です。給食業務の公会計化について、具体的に伺います。就学援助関係業務から教員を開
放することについても見解を伺います。
長時間労働という働き方を見直すことについて
　文科省も「管理職が責任をもって教職員の労働時間を可視化する。明確な目標をつくるとして例えば「19
時までの退校」「学校閉庁日」「ノー残業デー」、結果的に持ち帰り仕事が増えることがないよう業務自体の精
選などをあげています。川崎でも長期休みの期間内に学校閉庁日をつくる。保護者からの電話等の対応は教
育委員会で行うなど業務改善をすすめていくべきです。伺います。来年度、教職員給与等の財源の政令市移
管はその絶好のチャンスです。学校現場への目にみえる支援を強化していただきたいと思いますが、伺います。
　少人数学級の拡充についてです。この間、学校現場で研究指定校での実践を通じて大きな効果をあげてい
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ること、少人数学級の拡充を望む声などを紹介しながら、何度も要求してきました。こちらも政令市移管は
大きなチャンスです。改めて、小学校３年生、中学１年生での少人数学級の拡充について伺います。
大学奨学金について
　文部科学省は、無利子奨学金を基準を満たした希望者全員に貸し出すとともに、評定平均3.5未満の希望
者にも状況に応じて貸し出すことを検討しているとのことです。また給付型奨学金についても2018年度から
の導入を目指して検討されていると報じられています。藤沢市は、今年６月に大学への就学支援を目的とす
る給付型の奨学金を創設する方針を明らかにしました。この間、貸与型・有利子の奨学金が学生や若者の生
活に深刻な影響を与えていることから、私たちは給付型の大学奨学金の創設を求めて質問してきました。答
弁では「他都市の制度や国の経済的支援策の状況を見据えて検討したい」とのことでした。国や他都市で大
きな前進がある状況をふまえて、経済的理由で進学を断念する若者を生むことがないよう、給付型の大学奨
学金の創設および、無利子奨学金を拡充すべきと思いますが、伺います。
障がい者施策について
障がい者施設の老朽化対策について
　民設民営の障がい者施設の維持補修は当該法人が行なうべきものとしていますが、震災対策などで建て替
えが緊急に必要な施設に対しては市の支援が必要です。支援策を検討すべきです。伺います。とりわけ川崎
授産学園は地盤から補強しなければならないとのことです。市の支援をいれて建て替えを直ちに検討すべき
ですが、伺います。
発達障がい者支援体制整備事業について
　厚生労働省は、自閉症・スペクトラム、学習障害や注意欠陥多動性障害などの発達障害のある人や家族に
対し、ライフステージを通じた一貫した支援体制の強化を図る為、発達障がい者支援体制整備事業を実施し
ています。発達障がいのある子を育てた経験を持つ親が自らの経験や知識を生かし、先輩として同じ発達障が
いをもつ親の悩みを共感的に傾聴し、地域の情報提供等を行ったりしながら寄り添い、支える「親による親支援」
を行う「ペアレントメンター」の養成とその活動を調整する人の配置などを促進する研修会などを実施してい
ます。
　話を聞き、適切な機関につなぐという役割には責任が伴います。さいたま市では「さいたま市発達障者家
族支援体制整備事業」の委託を受けて、埼玉県自閉症協会が実施しているペアレントメンターの養成は、行
政、専門家チームと連携しながら発達障がいについての理解など基礎から学びなおす基礎講座やペアレント
メンターに必要な傾聴の姿勢を学ぶ講座、実技などの研修を年間を通して開催しているとのことです。本市
でもペアレントメンターの養成とその活動をコーディネートするペアレント事業を実施すべきと考えますが
伺います。
障害者相談員について
　障害者相談員は身体障がい者本人や知的障がい児者の保護者にお願いしていますが、福祉制度などの相談だ
けでなく、同じ障がいのある仲間やその家族が自らの経験も含めて相談に乗ってもらえるピアカウンセリング
としての役割が期待されています。ピアカウンセリングの講習などの研修を充実すべきと思いますが伺います。
短期入所―ショートステイの拡充、ミドルステイの創設について
　短期入所施設は本年９月現在、市内16施設で108床と少なく、幸区・高津区には施設は無く、地域間のバ
ランスも欠いています。
　本年３月策定の第２期障害者通所事業所整備計画では、核家族化や、障がい者やその家族の高齢化が進み、
家族の介護負担が大きくなっており、障害のある方が在宅生活を続けるためには本人・家族支援としての短
期入所が必要であるとしています。しかし、ショートステイはいつもいっぱいで、特に土日祝日の稼働率は
概ね90％を超えており、希望に沿った利用が難しい状況にあることを指摘しています。「予約の電話がつな
がらない、つながっても空きがなく断られる」と切実な声が上がっています。受け入れ枠の拡充が不可欠で
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すが、伺います。ショートステイは長期利用が出来ないため、親が入院したとき、施設を次々と替えざるを
得ず、本人の負担が大きく親も安心して治療できません。東京都江東区では、心身障害者ミドルステイ事業
実施要綱を定め３ヵ月を限度としておおむね１ヵ月。渋谷区では知的障害者ミドルステイ事業実施要綱で
６ヵ月、目黒区でも６ヵ月を要綱で定め実施しています。
　ショートステイのベッドの一部を、１ヵ月、３ヵ月など、一定の期間利用できるようにする、ミドルステ
イの創設を進めるべきです、伺います。
駅ホームドアの設置について
　盲導犬を連れて歩いていた視覚障がい者の方が、東京の地下鉄駅ホームから転落し死亡するという痛まし
い事故が起きました。二度とこのような事故を起こさないためにも、駅ホームドアの設置は緊急の課題です。
日本盲人会連合が2011年に行った調査では、252人中92人が「転落したことがある」、151人が「転落しそう
になった」とのことで、ほとんどの方が危険と隣合わせにあることが分かります。視覚障がい者の方からは、
「駅のホームは「欄干のない橋」「綱渡り」と同じようなもの」との声が上がっています。国の「交通政策基
本計画」では2020年までに乗降客10万人以上の駅を対象にホームドアを設置するとしており、対象となって
いる川崎市内の駅は８駅です。鉄道事業者に対し、この８駅の前倒しの設置を強く求めるべきです。伺いま
す。さらに、すべての駅のホームの危険箇所の実態把握が急がれます。伺います。
福祉避難所について
　高齢者、障がい者、乳幼児や妊婦など、災害時に大勢の集まる避難所では、十分なケアができない方たち
のために、全国的には「福祉避難所」として整備することになっています。本市では、通常の避難所を１次
避難所、福祉避難所を２次避難所としており、まずは１次避難所に集まってもらってから、市が割り振りを
して発災後に指定した２次避難所に移動するという計画になっています。そのため、２次避難所として協定
を結んでいる施設は公表していません。
　同様の方法をとっている熊本では、今回の熊本地震を通じて、福祉避難所の事後指定のやり方にいろいろ
な課題があることが明らかになっています。
　一つには、二次指定される予定の高齢者・障がい者施設等に発災後、被災者が直に避難する状況があった
ということ。
　二つ目に、震災後の混乱の中で、自治体職員が福祉避難所として指定調整する場合のそれぞれの施設の特
徴などの把握や振り分けることが困難であったこと。
　三つ目として、福祉避難所の対象施設で、相談支援スキルを持った職員がいない、そもそも、福祉避難所
に指定される施設において、職員自身が福祉避難所となるということを理解していなかったことなど、事後
指定をとるやり方では支障をきたしていることが明らかとなりました。こうした熊本での教訓を踏まえ、災
害時には１次２次と段階的な指定をやめ、現在、市及び社会福祉法人等が運営する社会福祉施設189施設を
福祉避難所として事前に公表する方向で制度を見直すべきと思いますが、見解を伺います。そのうえで、必
要な備蓄物資を配置すること。施設ごとの災害対応についてＢＣＰ（業務継続計画）を作成すること。避難
所開設訓練など福祉避難所職員のスキルアップすることを援助することなど、具体的な対策を強化すべきと
思いますが、見解を伺います。
高齢者福祉について
介護予防・日常生活支援総合事業について
　介護における総合事業が始まって４ヵ月が経過しました。
　この短期間においても、さまざまな問題が表面化してきました。介護事業所は、訪問介護では、報酬算定
単価は３月までの訪問介護報酬単価の９割に、さらに月単位から週単位に変更されたため、全体的な報酬が
８割前後に削減されました。
　通所介護でも同様な切り替えと、さらにサービスごとの報酬になり、事業所の収入が大幅に減り、総合事
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業に該当する高齢者を受け入れている事業所では、赤字を余儀なくされているところもあります。このよう
な事態が続くと、一定のマンパワーを揃えなくてはならない事業所は総合事業の対象の高齢者は受け入れら
れなくなる、すでに新規要支援者の受け入れはやめました、という事業所も出てきていると聞きます。川崎
市として、このような実態は把握していますか、伺います。
　サービスは必要なのに、受け入れてくれる事業所が難色を示すようでは、本末転倒です。要支援者はどこ
で介護サービスを受けられるのでしょうか。横浜市でも京都市でも算定単価は１月あたりの包括報酬です。
川崎でも報酬単位を以前の月単位・包括報酬に戻すべきです、伺います。認定は受けても事業所で受け入れ
てもらえない新規要支援者に、フィットネスクラブを紹介しているようなことはないですか。伺います。
特別養護老人ホームの大幅増設について
　本年４月の特養ホームの申請者数は4822名、そのうち、「なるべく早く入居したい」は3544名と入居を待っ
ている待機者数は多く依然と深刻な状況です。
　第６期かわさきいきいき長寿プランの整備計画では、2017年度までに定員数を4712名としていましたが、計
画数604床に対して整備見込み数は424床で定員数は4532人に止まり、180床分は2018年度からの第７期整備計
画に先送りとのことです。本年度４月現在の定員数4438名、ここに、更に5000名近い方が入居を待っています。
　整備の遅れも問題ですが、そもそも計画数が圧倒的に少ないため、入居を待っておられる方、ご家族の切
実な願いに応えるには程遠い計画そのものが問題です。抜本的に計画を見直して特養ホームの大幅増設を行
うべきです、伺います。
　特養ホームの整備は民有地活用型を基本としてきましたが、民有地活用型は適切な土地が少なく用地確保
が困難で公募に応じる法人が減少し整備が遅れているとのことです。その解消策として、公有地活用型で用
地を無償で貸し付ける手法で、市営四方嶺住宅跡地に特養ホームの整備を行うとしています。今後も国、県
の公有地を含めた公有地活用型で特養ホームの整備を検討すべきです、伺います。
中小企業支援策について
　「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」いわゆる「中小企業振興条例」は、小規模事業
者への配慮を掲げ、「事業継続」をひとつの柱として打ち出しています。「事業継続」に必要な支援として、
事業者から要望が多いのは「販路拡大」への支援です。本市は「コーディネート支援・出張キャラバン隊事
業」を行い、訪問活動による支援を行っていますが、2015年度の訪問企業数は92社、延べ176回の訪問に過
ぎず、事業所数に見合ったものになっていません。支援事業所数を抜本的に増やすために、事業の拡充をす
べきと思いますが、伺います。
　企業訪問による事業者支援は、川崎商工会議所も日常的に行っています。経営指導員による巡回指導件数
の2015年度実績は、9628件にもなります。コーディネーターが訪問し技術開発、新製品開発等の支援を行う
「テクノ・プラーザ事業」の昨年度実績も訪問企業数述べ510社と多く、13年目を迎えている事業の契約・マッ
チング件数は累計で359件にもなります。このような事業を積極的に評価し、市の支援を充実すべきと思い
ますが、市長に伺います。
住宅リフォーム助成制度の創設について
　住宅リフォーム助成制度は2015年度603自治体で実施され、神奈川県下でも藤沢市を始め11自治体で実施
されました。2011年４月に助成を始めた山形県では、事業開始から３年間の実績を踏まえ、その経済効果を
試算しています。県が３年間に投じた補助事業費は28億円、その結果、工事総額で586億円、それに経済波
及効果額194億円を加えた経済効果額は777億円となりました。100億円の経済効果を生み出すために支出さ
れた補助事業費は３億６千万円で、住宅リフォーム助成が高い効果をもたらしていることが明らかになって
います。中小企業振興条例に位置づけられた支援策の具体化として、本市でも住宅リフォーム助成制度を作
るべきと思いますが、市長に伺います。
入札制度の見直しについて
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　現在、川崎市競争入札参加者選定規定の一部改正を検討しているということですが、大規模災害時に、川
崎市からの応援要請により職員を派遣して災害復旧に大きく貢献している「災害時協定」を締結している入
札業者が、景気の低迷と同時に、入札制度の改定に伴う競争の激化により、減少し続けています。「災害時
協定」締結業者の減少は、災害時の応急対応に著しく支障をきたすことが懸念されます。よって、「災害時
協定」締結業者の中でも、災害時に被災地派遣する団体などに属する事業者を保護、育成し、災害時に貢献
する業者を支えるために、主観評価項目の配点を考慮すべきと思いますが、伺います。また、同様に、災害
応急対応に欠かせない自社ダンプ、建設機械等を保有もしくは長期リースしている会社への加点評価するこ
とも検討すべきと思いますが、見解を伺います。
　次に、発注されている工事に等級区分ごとにバラつきが見受けられます。例えば、等級区分ごとの発注標
準金額の見直しについてです。物価の高騰、人件費の増加によって全体の工事費は高騰する一方で、等級区
分ごとの発注標準金額が変わらないことにより、等級区分と発注標準額に齟齬が生じていることが想定され
ます。現在、工事における入札参加資格に係る等級区分を決定するにあたり、適切な入札参加資格を行うた
めの見直し作業が行われていますが、等級区分ごとの発注標準金額の見直しも含めるべきと考えますが、見
解を伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　６月議会で、市長は初めて「不本意型」非正規雇用者を認める発言をしました。しかし、市長は、「不本
意型」非正規雇用者の課題は「採用意欲の高い中小企業と様々なニーズを有する求職者との雇用のミスマッ
チが主な要因」であるとし、責任は相談にきた求職者に問題があるかのような答弁を繰り返し、また、キャ
リアサポートかわさきの就業マッチング等で正規雇用につながり、十分だとの考えを示していました。
　しかし、先日ハローワークなどを訪問してお話をお聞きしたところ、「求人数、求職数が増えてきているが、
必要なのは不本意型非正規労働者を正規雇用につなげる職業訓練など一人ひとりが抱えている実態に合わせ
た具体的な支援策です」と話していました。このような専門家の見解を前にしてもなお、市長は就業マッチ
ング事業等だけで、市内推計55000人の不本意型非正規雇用を正規雇用につないでいけると考えているのか、
市長に伺います。
　正規雇用の拡大には、何よりも市内企業の97％を占める中小企業が採用することが有効です。しかし、採
用できる体力のある中小企業は限られており、採用したくてもできないところが大半です。中小企業の自助
努力に任せているだけでは、正規雇用を拡大できません。中小企業が正規雇用者を採用できるよう、支援策
を講じるべきです。市長に伺います。市内推計55000人の不本意型非正規雇用を正規雇用につないでいくには、
東京都のように、数値目標を明確にして、非正規雇用から正規雇用への転換策など抜本的な正規雇用拡大策
をとるべきです。市長に伺います。
東芝のリストラについて
　東芝は、４月以降も国内では東芝のライフスタイル部門、東芝メディカルシステムズなどがリストラを実
施しており、現在もリストラは進行中です。
　東芝の不正会計問題に関して、告発を目指して調査を継続している証券取引等監視委員会は、東京地検に
対して、経営トップ主導の粉飾決算で刑事事件として立件すべきと再考を求めています。不正粉飾額は3000
億円以上とも言われ、かつて粉飾決算で問題になったカネボウ、オリンパス、ライブドアの場合では、粉飾
額は東芝よりはるかに小さい額でも強制調査が行われ旧経営陣は逮捕されています。まさに東芝の粉飾決算
の問題は、刑事事件として立件されるべき問題です。
　このように今回の東芝の不祥事は、東芝経営陣の責任であり、東芝で働いている労働者には何の責任もあ
りません。その責任を労働者に負わせるようなリストラは許されるべきではないと考えますが、市長の見解
を伺います。
　東芝リストラは、６月議会で紹介した厚生労働省の通達の、雇用対策本部の設置などが求められる、「大
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量離職者が発生した、または発生する可能性のある」ケースだと考えますが、労働局から何らかの連絡や連
携する措置が取られたのか、伺います。
　現在、都道府県労働局における雇用対策本部の設置状況は75か所に及び、この中には、私たちも質問で取
り上げた市内大企業のルネサスエレクトロニクスに対する雇用対策本部は最多の10か所にのぼります。東芝
に対しては、2011年12月、千葉労働局が茂原市などと協同して雇用対策本部を設置し、「離職者にかかわる
的確な情報収集を行い、必要な再就職支援等について協議する」ことを任務とし、茂原市、千葉県、ハロー
ワーク茂原との合同相談会を開催しています。雇用対策本部の設置について、市長は「関係機関との情報交
換により状況の把握に努める」と回答していますが、どの機関とどんな情報交換をしたのか、労働局から情
報提供はあったのか、伺います。
　また、雇用対策本部は、地方公共団体が主導して設置できることを指摘したところ、。市長の答弁は「適
切に対処すべき」ということでした。川崎市から労働局や関係機関に雇用対策本部の設置の働きかけをした
のか、伺います。
武蔵小杉駅北口エリアの再開発計画について
　先日小杉町１・２丁目地区計画・武蔵小杉日本医科大学の再開発に関する都市計画審議会が開かれました。
　この地区計画にかかる敷地面積は約5.8ｈａ。計画では日本医科大学の現グランドに病院機能をすべて集
約し、地上９階建てのビルを建設し、現病院が立地しているところに地上50階の集合住宅を含むツインタワー
を２棟建てるというものです。
　この都市計画案に対して、住民１万7673人から、賛成111、反対１万7561通で圧倒的多数の反対意見がだ
されました。内容の多くは病院の建て替えに反対しているのではなく、その跡地にできる超高層ビル２棟に
ついてその再考を求めるものでした。行政からの説明の後、委員との質疑がなされましが、行政の答弁は意
見をだした住民にとって疑問が払拭できないものでした。
　鉄道の問題です。雑誌『東洋経済』によると、2015年度JR線の混雑度ランキングで、横須賀線の武蔵小
杉駅～西大井間が混雑率193％で２位、南武線は武蔵小杉～中原で190％の３位、両線とも前年度より混雑率
ランキングがあがっています。横須賀線小杉駅は改札口のずっと手前から通勤客の行列ができ、いつ重大事
故が起きてもおかしくない状況です。朝など障がいを持つ方、高齢者、子連れなどは弾き飛ばされそうで、
怖くて使えません。
　この間、南武線の混雑率が195％から190％になったのは、曲がりなりにも車両の改善や増便などの改善を
してきてからだと思います。南武線の小杉駅のホームは利用者の待つ列を４列に変更したなどの努力はあり
ましたが、もう飽和状態であることはあきらかではないでしょうか。以前、利用客の安全確保のために駅の
ホームの幅を増やすことはできないか、質問しましたが、用地確保がむずかしい、と答弁されました。その
後も、検討されていないのか伺います。ホームドアの設置も喫緊の問題です。すぐにでも設置が求められて
いますが、具体的な目処について伺います。
　さらに、これからの再開発で武蔵小杉周辺で１万５千人もの人口が増えたら、いったい駅はどうなるのか、
どう改善できるのか、乗客の安全はどう確保できるのか、明確にお答えください。
防災について
　広場は地域住民に一時避難場所として開放し、担当者は「マンション住民の方は基本的にはマンション内
にとどまっていただく」と答弁しました。
　東日本大震災のとき、市内で帰宅困難になった方が一番多かったのは東住吉小学校で、多くが超高層マン
ションの住民の方で、エレベーターが止まったため、と聞きました。超高層マンション特有の長周期地震動
が発生したら、マンション内にとどまれ、とはいえないはずです。改めて、見解を伺います。
　さらに、北口地区開発（旧ホテル・ザ・エルシー跡地等）について、伺います。敷地面積０、４ｈａに商
業施設、共同住宅をふくむ超高層ビルを建て、建物の両側に東広場と西広場を設け、小杉２丁目開発ビルと
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道路をまたいでデッキでつなぐ、という計画です。８月９日に行われた事業者の計画概要説明会では、川崎
市のマスタープランに沿った計画との一点張りで、容積率は参加者からの質問でやっと920％と答えるよう
な状況で、建物の高さも住宅戸数についても説明しないという、事業者の秘密主義の姿勢が明確になりまし
た。この周辺がビル風に一貫して悩まされているかについても、事業者は何回も質問されてやっと「承知し
ている」と答えました。北口地区計画はビル風対策をする空き地もなく、日医大の複合アセスで、当地区に
領域Ｃの強風域が現れていることを住民が指摘しても、ビル風がひどいようなら庇や植樹で対応するとの答
弁で、真摯に対応しようとする姿勢が感じられませんでした。ビル風に対して、川崎市としての見解と対応
を伺います。
　川崎市がすすめるマスタープランの計画に協力している、というような言動の事業者の態度でしたが、な
ぜ、容積率は920％まで認めるのか、伺います。
　計画地の真ん中を通る市道について、今回の再開発でどう扱われるのか、そのことが容積率に及ぼす影響
について、伺います。
　ペデストリアンデッキについて、その維持管理は管理組合の負担と事業者はいっていますが、現実問題と
してそのようなことができるのか、伺います。
　日本医科大学の場合は、小杉町２丁目再開発における都市計画審議会での会長の発言もあり、曲がりなり
にも、計画の早い段階から住民に説明して、計画に住民の意見を反映していく、という話し合いの道筋「新
しい方針」をとってきました。今回の計画でもそのやり方は、貫くべきです。しかし、川崎市は「開発説明
は２回はやるつもりはない」という態度です。北口地区計画は川崎市が住民にしっかり説明する責任は山ほ
どあります。川崎市が都市計画審議会会長発言から打ち出した「新しい方針」に基づいて、住民に北口地区
開発計画について、川崎市の考え方を丁寧に住民に説明し、住民の意見を積極的に聴取し、その内容を計画
に反映するように事業者に指導し、そのことを住民に明らかにすべきではないでしょうか。伺います。
リニア中央新幹線について
　９月１日の環境委員会において建設発生土の運搬の「臨海部における影響調査について」の報告が行われ
ました。川崎市におけるリニア工事の建設発生土は407万㎥と公表されています。そのうち151万㎥が梶ヶ谷
貨物ターミナルに掘られた「立坑」から排出されます。ＪＲ東海は武蔵野南線を利用して貨物列車で臨海部
に運び、船に積み込むと説明してきました。シールド工法で発生する１日の土量は４千㎥といわれ、コンテ
ナ貨物14両編成では１日10往復が必要になることも委員会で明らかになりました。今回の調査・報告は、積
み出し候補地の選定を行い、臨海部の交通環境などの影響を調査したものですが、報告書は具体的な地名が
伏せられ、市民にはまったく分からないものとなっています。また、ＪＲ東海は８月から梶ヶ谷貨物ターミ
ナルから臨海部までの市街地部分の交通量調査も始めたとのことです。市民にとっては大変重要な情報とな
ります。委員会で港湾局は「調査が終わったから終わりということではなく、ＪＲ東海に対し課題解決を求
めてゆくし、情報開示を市民にしていただく」と答弁しています。港湾局だけの対応とするのではなく、市
長としてしっかりと情報の公開を求めるべきです。市長に伺います。
羽田連絡道路計画について
　先の議会でも指摘しましたが、貴重な河口干潟の自然環境への影響について、専門的知見からの検証がさ
れていない問題についてです。
　計画段階から専門家、研究者からの助言を踏まえることなく、これまで計画を進めてきたことが明らかに
なりました。市長は、環境影響評価が必要なくてもそれに準じた手続きを踏まえるとして第３種アセスを行
いました。しかし、そもそも一度も専門家の検証を受けず、しかも、第３種アセスでは、必要に応じて開か
れることになっている審議会も、過去に一度も開かれておらず、このまま行けば、専門家の検証を踏まえな
いで手続きを終わらせてしまうことになりかねません。貴重な河口干潟の生態系にどのような影響があり、
どういう対策を講じるのか、専門家の助言を一切踏まえないでどうして環境に配慮したと胸を張れるので
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しょうか。第３種アセスであっても必要に応じて審議会を開くことができることになっています。貴重な河
口干潟に対して影響がないかどうか、しっかりと専門家の検証を踏まえるべきと思いますが、アセス審議会
開催について市長に見解を伺います。以上で質問を終わります。

【再質問】
決算について
　2015年度の市税は３年連続増収で初めて3000億円を超え過去最高となりました。法人市民税は約11億円減
となっているのに個人市民税が昨年比で31.4億円増となっていることもあっての増収です。
　市税収入のうち、個人市民税は40％を占めています。収支が54億円不足にならず財政調整基金に21億円積
み立て、かつ10億円減債基金に返済してもなお２億円の黒字ということは、当初予算から87億円も増収になっ
たのですから、わずか300万円の高齢者福祉施策を見直し・廃止する必要はなかったし、今後も「高齢者外
出支援乗車事業」「重度障害者医療費助成制度」「成人ぜん息患者医療費助成制度」などを見直しする必要は
ないではありませんか。市民ニーズに対応するというなら、これらの事業はいまでも本当に切実なニーズが
ある事業です。
　川崎市においても所得格差が広がるなか、財政が豊かになったときに市がなすべきことは、生活が苦しい中
でも頑張って税金を納めている市民の生活を支える施策を充実させることではないでしょうか。市長に伺います。
　減債基金残高は2015年度末で約1961億円で、市民税約1400億円を大きく超え、市税の３分の２規模にのぼ
ります。10年後には3000億円を超えると予測されていますが、これは2015年度の市税の決算額と同じ額です。
減債基金は銀行など金融機関からの借り入れと異なり市の貯蓄ですが、市税と同じ金額を貯蓄するために市
民のささやかな福祉施策を削るやり方はまったく方向性が間違っています。「行財政改革」で示されている
削減計画はキッパリ断念すべきです。市長に伺います。
市の施設の使用料・手数料について
　標準的な受益者負担割合について、「市場性及び公共関与の必要性」と「他都市の例も参考」に設定したと
いう答弁ですが、設定された25,50,75、100％という数値の根拠については答弁がありませんでした。この数
値を標準にすると約６割の施設が、値上げの対象になります。改めて、この数値の根拠を市長に伺います。
　答弁では、スポーツ施設や余熱利用市民施設は「利用が選択的」だからとして、値上げの１つの根拠にし
ています。しかし、現実には民間のスポーツ施設は入会金、使用料も高く、誰もが利用できる施設とはいえ
ません。民間の料金は高いために、市の施設しか行けない方もいるわけです。「誰もがスポーツに参加しスポー
ツの楽しさを味わうことができる」「スポーツのまち・かわさき」を掲げる川崎市として、この料金の値上
げは、そういう方を排除することにもつながりませんか、市長に伺います。
　今回の改定は、根拠のわからない受益者負担割合という数値を設定して、約６割の施設を値上げの対象と
しようとしています。本来、市民が市の施設を誰でも使いやすく、負担をできるだけ少なくするために努力す
るのが行政の責任ではないでしょうか、行政として努力の方向が違うのではないでしょうか、市長に伺います。
小児医療費助成制度について
　一部負担金についてですが、市長は、「全国的な医療費の増大や医療機関の疲弊の問題が指摘されている」
ことなどを理由にして、一部負担金の導入を正当化しました。小児科の疲弊の問題は小児科医師不足の根本
的な解決策を、国を含めて別途考えることであり、一つの自治体で子どもの受診抑制によって対応する問題
ではありません。川崎市で現行の小学３年生から小学６年生まで拡大することが、全国的な医療費の増大や
医療機関の疲弊にどのように影響するのか、市長に伺います。
　すでに神奈川県内では、今年度、通院の助成対象学年が、中学３年生までが14自治体、小学６年生までが
15自治体に広がっていますが、どこも一部負担金を導入していません。昨年７月、就学前から一気に小学６
年生まで拡大した湯河原町は、それと同時に一部負担金も所得制限も撤廃しました。これらの市町村と比べ
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ても決して財政が厳しいと言えない本市が、一部負担金を導入することは子育て支援策としての位置づけが
あまりにも低すぎると思わないか、市長の見解を伺います。
　公約違反の問題です。市長は、今回の拡充で、現在平均1500円程度支払っている通院医療費の患者負担が
500円まで軽減されると述べましたが、もともと３年前の市長選での公約を正確に言うと「小学校６年生ま
での無料化をすぐに議会に提案する」というものでした。当時、小学５年生より下の子どもを持つ多くの父
母が期待したと思います。しかし、すぐに提案されなかったために当時の小学校３年生・４年生・５年生は
来年度には中学校１年生・２年生・３年生になるため、拡充される医療費助成は受けられません。そして、
ようやく提案されると思ったら「一部負担金」が付いて、公約通りならば窓口で無料だったはずが、小学４
年生から６年生は通院ごとに500円の支払い。結局、３年前に市長の公約を信じて投票した、どれだけ多く
の子育て世代を裏切ることになるのでしょうか。小児医療費助成では、実施時期が遅れた問題と、結局無料
化できなかった問題と、二重の公約違反について市民への説明が必要と考えます。市長の見解を伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　市長に、就業マッチング事業だけで推計５万5000人の「不本意型」非正規雇用を正規雇用につながるのか
と質したのに対して、「キャリアサポートかわさき」の就業マッチング事業等などの就業支援で、「雇用のミ
スマッチの解消が進み着実に正規雇用につながる」と、規模からいって考えられない認識を欠いた答弁を繰
り返しました。
　８月の内閣府の試算では、「不本意」に非正規になっている労働者や求職活動を断念した人などを含めて「広
義の失業率」が１月～３月期、8.4％にのぼることが明らかになりました。同期、完全失業者だけを対象に
した完全失業率は3.2％。国は、非正規の増加などで雇用の実態が深刻であり、完全失業者だけの統計では、
「不本意」な非正規労働者や求職断念に追い込まれた人が除外され、雇用の実態が十分把握できないことから、
こうした試算がされました。
　本市の就業マッチング事業での正規雇用者は、2015年度170名です。雇用の専門家や国でも、「不本意型」
非正規雇用の実態を把握し対策の動きがでてきているのに、就業マッチング事業等だけで市内推計５万5000
人の「不本意型」非正規雇用者を正規雇用につないでいけると本気で考えているのか、再度伺います。
東芝のリストラについて
　川崎市は、労働局と東芝の離職予定者を対象にした説明会を開き、公共職業安定所と連絡調整会議などで
情報提供や情報交換を行ったという答弁でした。
　私たちが職業安定所からお聞きした話では、「川崎市とは四半期に一度、協議する場を設けている」が、
今回は「東芝のリストラの件で臨時に会議を持ち」、「東芝のリストラの規模は全国で7800人、市内ではその
１割が対象となる」ことを伝えたということでした。これは通達にあるような「大量の離職者が発生した、
または発生する」ケースに該当する件だと考えますが、市長に伺います。
　私たちは職業安定所から「リストラに合って現在も再就職が決まらず、ハローワークに来ている人もいる」
と聞いており、現在もリストラは進行中で、職が決まっていない方もいるのです。情報交換を行なった際、
職業安定所からは、川崎市に対して「通達に基づいて何ができるかを説明し」、自治体が主体で雇用対策本
部を設置できることも説明したと聞いています。先ほど雇用対策本部の設置について「国は情報収集中」、「本
市としては動向を注視している」との答弁がありましたが、こんな悠長なことを言っている場合でしょうか。
本市からすぐにでも雇用対策本部の設置を要望すべきです、市長に見解を伺います。
福祉避難所について
　１次、２次避難所の段階的ではなく、当初から福祉避難所として指定することについてです。答弁では、
安全性や受け入れ態勢が確認される前に、被災者が２次避難所へ直接避難することによる危険性ということ
を上げていますが、熊本では、障がい者や高齢者などケアが必要な人ではない被災者が２次避難所となるべ
き福祉施設に指定される以前に避難しています。つまり、地域住民にとって、ここはケアが必要な被災者の
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ための施設であるということが周知されていないから、答弁のような状況になっているわけです。公表する
ことによってかえってこのような事態を防ぐことができると考えますが、伺います。
　計画的な誘導に支障をきたすといいますが、混乱している最中に、避難できるかどうかを確認し、ケアの
程度、受け入れられる対象者、人数等を把握し、調整し、適切に移動するための指示を出すということが、
実際の熊本の経験では大きな課題を残したということでした。しかも、障害の状況によって大勢いるところ
には避難できず、避難したくても自宅で待機しているケースが東日本大震災でも、熊本地震でも指摘されて
います。その場合には、２次避難所に避難する、ケアが必要な対象者に含まれずにフォローされないという
事態になります。計画的というならば、事前に地域のケアが必要な対象者をピックアップして、災害発生時
には、どこに避難するのかをあらかじめ確認し、避難訓練等を行って、いざというときに計画的に避難でき
るようにするべきではないでしょうか、伺います。マニュアルを作ったということですが、実際にこれに基
づいて189施設での訓練を行ったことがあるのか、伺います。
介護予防・日常生活支援総合事業について
　答弁はこの総合事業が始まる前の、総合事業のサービスの提供を希望しない
　「みなし事業所」の数でした。すでに総合事業が始まって４ヵ月です。介護報酬の市への請求は２ヵケ月
ほど遅れてきますから、川崎市が把握しているのは６月までの報酬の請求なので、その後の実態はリアルに
届いていないのかもしれません。
　真正面から新規の要支援者のサービス提供はできないといえば、事業所の指定を外されてしまうことにな
るので、そこはいえない。しかし、採算がとれなければ、事業所ですから、要支援の方は受けられず、別の
介護度が高い人に受け入れがシフトしていくのは当然ではないでしょうか。私たちのところには、すでに受
けなくなった事業所がでてきている、との報告が届いています。今後、川崎市として特に新規の要支援の方
がどう事業所でサービスを受けているのか、実態を把握すべきです。伺います。
　現在、要支援の方のサービスは事業所でしか受けられません。ここが受けられなくなったら、深刻なこと
になります。介護報酬がホームヘルプサービスで３月時の８割、デイサービスで５割近く削減されたらとて
も事業の継続はできません。総合事業が継続的に提供できる介護報酬の見直しを検討すべきです。伺います。
特別養護老人ホーム増設について
　特養ホームについて、待機者数は依然として深刻な状況であり大幅増設すべきであると求めました。答弁
は、「真に入居の必要性が高いと認められる方が優先的に入居できるよう計画に基づき整備を進める」でした。
本年４月で、要介護５の方は969人、要介護４は1082人もの方が待機されており、これでは、真に入居の必
要性が高いと認められる方も入居できません。計画を見直し、大幅増設すべきです、伺います。
　また、民有地活用型では進まないことが明らかになりました。「市有地の活用も視野に入れながら」との
ことですが、国、県有地も対象に取組むべきです、伺います。
待機児童解消について
　答弁では、「来年４月の保育所入所申請数は、『こどもの未来応援プラン』における教育・保育の量の見込
みを上回ることが想定される」と、お認めになりました。「こどもの未来応援プラン」における、2017年度
の量の見込みに対する確保方策は、地域型保育所含めて認可施設で２万8,002人です。しかし、来年４月の
保育所定数は、今年度中の整備1895人分を加えても２万6634人で、1368人足りません。
　この確保方策は認可保育所で整備すべき定員枠で、認定保育園を含む認可外保育施設などは別途、示して
います。今年４月の保留児童数2554人の年齢別を見ますと、１歳児が1329人で52％、ゼロ歳児が771人で30％、
２歳児が331人13％です。低年齢児だけで95％を占めます。１歳児が最も多いのが、育児休業明けの復帰の
ための申請が多いと言うことをあらわしていると思います。低年齢児の保育の保障とともに、年齢が進むこ
とにも対応できるようにゼロ歳児から５歳児まで安定的に受入ができるよう、改めて、認可保育園の整備計
画数を緊急に増やすべきです。伺います。
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ホームドアの設置について
　調査によれば、過去２・３年の間に、川崎市域内の鉄道駅におけるホームからの転落者数は５鉄道事業者合
計で251人とのことです。先日ＪＲ南武線尻手駅で、電車がホームに入ってきた直後にうつぶせに倒れこんだ男
性が、列車とホームの間に頭や首を挟まれ死亡したとの報道がありました。ホームドアがあれば助かった命です。
　駅の危険箇所の実態については確認に努めているとのことですが、すでに新百合ヶ丘駅（多摩線ホーム）
と京急川崎駅ホームでは、点字ブロックの上を柱がふさいでいることがわかりました。全日本視覚障害者協
議会の方からは、「柱にぶつかり、怪我をする。方向感覚も失い、線路に落ちる危険性が高くなる。」との声
が寄せられています。危険な箇所については早急に改善すべきと思います。伺います。
　また、転落事故を防ぐためにはホームドアの設置しかありませんが。それまでは、運行時間中は駅員を常
時配置し、安全対策を講じるべきです。伺います。
小杉駅北口エリアの再開発について
　当該地区の具体的な計画が固まる前に、そもそも、低炭素都市づくりガイドラインを利用すれば920％ま
で容積率緩和が可能になるということ自体、問題ではないでしょうか、伺います。
【再々質問の前の意見】
東芝リストラについて
　今回のリストラは、通達にある「大量の離職者が発生し、または発生する」ケースか、との質問に対して
答弁がありませんでした。しかし、担当者の方とのやり取りの中で「３月の東芝での説明会で小向工場を対
象にした離職者が約300人集まったということから、大量雇用変動届のケースだと考える」という話があり
ました。また、職業安定所の話では「通達に基づいて内容を伝えた」ということですから、「大量の離職者
が発生した」ケースであることは確実です。通達にあるように「自治体が主体で雇用対策本部を設置すべき」
との質問に対して、市長は「国は情報収集に努めており」国が「適切に対応をとる」という答弁です。市内
の労働者がリストラされ、再就職も決まっていない方が出ているのに、判断を国任せにすべきではありませ
ん。自治体の判断で雇用対策本部を設置できるわけですから、改めて労働局に働きかけて早急に雇用対策本
部を設置することを求めます。
【再々質問】
小児医療費助成について
　「保護者が子どもの必要な受診を控えてしまうことはあってはならない」というならば、そういう環境を
本当に実現しようと思うならば、一部負担金を導入せず、所得制限も撤廃する以外にありません。「保護者
が一定の負担をする仕組みについて広報等の取り組みを丁寧に行なう」との答弁でしたが、記者会見で市長
は「私の公約とはそご齟齬があるので、市民に丁寧に説明していきたい」と述べていました。今回の問題は
単なる仕組みの変更だけの問題ではありません。３年前の「小学校６年生までの無料化をすぐに議会に提案
する」とした市長の明確な公約と、それに対して拡充の時期が大幅に遅れた問題、結局無料化しなかった問
題と、二重の公約違反になることについて、広報等で市民にきちんと説明すると受けとめてよいか、市長に
伺います。
特別養護老人ホーム増設について
　本市に財務省関東財務局から市内７箇所の国有地活用の意向調査があり、その内の１箇所は麻生区百合丘
地区に特養ホーム建替え用地として活用が検討しているとのことです。これは、国の介護離職ゼロの実現に
向け、財務省が用地確保の困難な都市部を対象に、介護施設整備に利用可能な国有地の情報提供、整備にお
ける初期投資の負担軽減（定期借地権による10年間の貸付料５割減額）を行なう制度を利用したものです。
他の６箇所は法人の手が上がらなかったとのことですが、市が支援方法を工夫して提示された国有地を最大
限活用して特別養護老人ホーム増設を行うべきです、伺います。
低炭素都市づくりガイドラインについて
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　低炭素都市づくりガイドラインでは、「提案内容を実現するためには、当該都市計画提案に係る都市計画
素案の対象となる土地の地権者の同意のみならず、都市再生事業が行われる土地の区域及びその周辺の住民
等の理解が必要となることから、事業者は、提案に先立ち計画内容等について住民等へ十分な説明を行い、
理解を得るとともに、その説明状況等に関する資料の提出に努めることとする。都市計画提案を受けた場合
には、市は当該都市計画提案に係る都市計画の素案を縦覧し、広く市民の意見を伺うとともに、事業者にも
提案内容の公開を行うよう協力を求める。また、提案内容に関する市民からの質問等に対しては事業者が誠
意をもって応じるよう求めることとする。」ということになっています。
　しかし、先日開かれた概要の説明では、説明時間はたった20分で、具体的内容が示されず、エルシー跡地
のわずか4000㎡の敷地に、170メートルの超高層マンションがなぜ建設できるのか、計画地の中央を通る現在
の市道がどうなるのか、疑問にまともに答えられていません。こういう疑問に対して、先ほどの答弁では、
これから住民に説明し、計画に反映させるように指導するということですが、住民が理解できるように、計
画状況の資料をちゃんと提出し、住民からの質問に対し誠意をもって対応すること、920％の容積率緩和の方
向なのですから、低炭素都市づくりガイドラインを適用し、容積率を割り増しするのであれば、どのような
項目を具体的にどう評価するのか、そこまで明らかにすることを、川崎市の責任で約束できるのか、伺います。

2016年第３回川崎市議会決算審査特別委員会総括質疑（10月７日）

2015年度決算の財政状況と減債基金について
　2015年度決算では、市税は３年連続増収で初めて3000億円を超え過去最高となり、財政調整基金に21億円
積み立てし、減債基金には10億円返済してもなお２億円の黒字が出るなど収支は33億円のプラスとなりまし
た。2015年度予算の54億円マイナスから見れば87億円もの増加です。市の収支見通しよりも４年前倒しで収
支はプラスになり、７年前倒しで減債基金へ返済しました。健全化指標はすべての指標で健全化基準をはる
かに下回り、きわめて健全です。財政力を示す財政力指数は政令市で依然としてトップ。2016年度は６年ぶ
りに政令市で唯一の不交付団体となりました。
　しかし、代表質問や総務分科会の答弁で「引き続き財政は厳しい」とし、その根拠に「扶助費の増大」、「1
6年度は地方交付税が不交付になる」「収支見通し」への不安、「減債基金」などを挙げました。
　「扶助費が増大する」から財政が厳しいという根拠についてです。扶助費は、歳出総額の構成比でみれば1.
6ポイント増の27.3％ですが、市の負担分である経常収支の比率でみれば、0.2ポイント増の19.0％とほとん
ど変わりません。増えた扶助費は、国や県からの給付金でかなりの部分賄われるからです。さらに市税収入
が伸びたために経常収支比率は２ポイントも改善しており、扶助費の増大が市の財政を圧迫して厳しくして
いるわけではないことが明らかになりました。本市の一人当たりの扶助費は10万8000円で、政令市平均11万
3000円より低いのです。財政力指数が政令市でトップの川崎市で、しかも市税収入がこれだけ増えているの
に他都市よりも扶助費が低いというのは、福祉のために税金が他都市よりも使われていないことの証拠です。
扶助費の経常収支比率は19％で経常収支の５分の１にも満たないのは、地方自治の本旨である「福祉の増進」
から見ても扶助費は明らかに不十分です。
　「地方交付税が不交付になる」からという根拠についてです。2016年度予算では普通交付税1.6億円、臨財
債8.4億円が来る予定だったが、決定額ではゼロになるというのが理由です。しかし、臨財債は借金のでき
る額が増えるだけのことであり、普通交付税は1.6億円に過ぎません。2015年度の収支が33億円のプラスで
すから、1.6億円で財政が厳しくなる根拠にはなりません。
　収支見通しについてです。2015年度の収支見込の変化をみると2014年８月には194億円の収支不足予測が、
2015年２月には54億円と推移し、今回の決算では、収支は33億円のプラスになりました。２年間で200億円
以上もの誤差がでています。
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　2016年度収支見通しについて、2014年８月時点では245億円の収支不足予測が、2015年２月には124億円、
同年10月は119億円、今年２月には92億円となり、２年間で150億円の誤差が出るなど、2015年度と同様に非
常に曖昧で、結局、収支不足は過大予測だったことが明らかです。
　しかも、2016年度収支については、市と国の推計では大きく違っています。国の推計では、基準財政収入
額が76億円プラスで需要額が５億円プラスと試算され、2015年度よりもさらに70億円、市の収支が良くなる
としています。市は逆に2015年度33億円プラスから2016年度は92億円マイナスと、125億円も収支が悪くなる
と予測。国と市の推計があまりにも違いすぎます。その後の推計でも市は、人口が増え続けるのに2017年度
は191億円マイナス、2018年度は43億円マイナスとの収支見通しです。昨年、今年度の状況から見れば、これ
も信頼できる数値ではありません。2016年度以降の収支見通しは見直すべきと考えますが、市長に伺います。
　減債基金について伺います。本市の市民一人当たりの減債基金残高は12万7000円で、政令市で３番目に高く、
政令市平均の７万2000円の1.8倍にもなります。逆に、本市の一人当たり市債残高は政令市平均より低くなっ
ています。お隣の横浜市は人口が川崎市の2.6倍、一般会計規模が2.5倍で、市債残高は３兆2313億円と川崎
市の３倍なのに減債基金残高は約1000億円で川崎市の半分程度です。川崎市の市債残高は政令市の平均以下
なのに減債基金は政令市平均の約２倍もあり、他の政令市と比べると減債基金の残高は突出して高いのです。
　減債基金の残高の推移ですが、一般会計分だけでも10年後には2887億円になり、2015年度末の1847億円よ
り1000億円も積み増しされます。その後は2600～2800億円程度で平準化しています。将来の取り崩し額の推
移をみても大きな取り崩し額の予定はありません。今後３年間積み立てを行わなかったとしても、実質公債
費比率7.5％が10.4％になるだけで、起債に国の許可が必要となる18％までは相当余裕があり何の不都合も
ないことはこの間の質疑で確認済みです。「減債基金は取り崩し分だけ積み立て、上積み分を社会保障に充
てるべき」と総務分科会で質問したところ、「ルール通りに積み立てなければ将来世代への過度な負担を強
いる」との答弁でした。しかし、財政局の資料で他都市を見てもルール通り積み立てているところは少なく、
特段ペナルテイもありません。「将来世代への負担」というなら、市民の社会保障に充てることこそ、将来
世代への負担を減らすことにつながるのではないでしょうか。
　減債基金への積立金は取り崩し分だけにすれば、毎年100億円、10年間で1000億円もの財源が生まれます。
この財源を使えば、子ども医療費助成は所得制限なしで中学卒業まで拡大しても22億円、待機者が多い特養
ホームは443億円で6000人分、認可保育園は約20億円で5000人分の増設が可能です。減債基金は取り崩し分
だけ積み立て、上積み分を暮らし、福祉の充実をはかるべきと考えますが、市長に伺います。
行財政改革について
　「財政が厳しい」と行財政改革を進め、昨年10月から福祉電話相談事業、高齢者外出支援サービス事業、
高齢者住み替え家賃助成事業の見直しや廃止を断行し、2015年度決算では300万円削減されました。2015年
度は収支が33億円もプラスとなったのに、削減効果額わずか300万円のこれらの事業を見直し・廃止したこ
とは重大です。
　総務分科会で質疑したように、行革の根拠が一昨年と今年とでは大きく違っています。１昨年８月の「行
財政改革に関する計画策定方針」では、行革の必要性について「扶助費の増大」「減債基金からの借入」「一
般財源の増額はほとんど見込めず」「収支不足は恒常化」し「現行のサービス水準を維持することも困難な
極めて厳しい状況」ということでした。しかし、今年３月の「行財政改革プログラム」では「収支不足」「減
債基金」「財政が厳しい」という文言は消えました。
　残った行財政改革の根拠は、「社会的ニーズの変化」です。今年８月のサマーレビューでは、課題一覧の
中で「重度障害者医療費助成制度」「高齢者外出支援事業」「成人ぜん息患者医療費助成制度」事業が見直し
の対象に上がっていますが、この３つの事業のように社会的ニーズが高まっている事業、または利用者にとっ
てなくてはならない事業については、サービスの削減ではなく、拡充すべきです。市長に伺います。
２款４項１目13節委託料について
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　キングスカイフロントの投資対効果等の評価に対する調査業務委託として、羽田連絡道路基礎調査委託料
と合わせて約1300万円ということですが、その内容は、殿町及び羽田連絡道路整備に係る投資効果等の評価
指標案を作成ということです。もうすでに都市計画手続きも行われているにもかかわらず、今頃になってそ
の投資効果を評価するための指標を検討するということですが、こういうものは事前に設定すべきではない
かと総務分科会で質問しました。答弁では、「キングスカイフロントの拠点形成の効果を定量的にわかりや
すい指標で把握するために進めている」「評価の時期については、建設投資額や立地施設の運営状況、就業
者等の見込み等が概ね明らかになったことを踏まえ実施するもの」ということでした。
　評価指標という点ではすでに、2011年９月に特区申請の際、５年後の経済波及効果約3000億円、20年後14
兆円、雇用効果23万人と数値目標を上げ、効果を見込んでいます。新しい指標ということになれば、川崎市
だけが勝手に変えるのではなく、共同申請した神奈川県、横浜市と川崎市とで共同して見直すことになるの
ではないでしょうか、伺います。また、加味しなければならない条件は、国からの影響、県の計画、国際的
な研究開発の流れを含めて、多岐にわたります。そうした複雑な条件を考慮すると、定量的な指標として表
すことが可能なのか、伺います。道路にしても、羽田連絡道路だけを対象にしていますが、今後の道路改修
の見通し、環状８号線、国道357号整備の影響など加味しなければならず、羽田連絡道路だけを対象とする
のは、不十分ではないでしょうか、伺います。
　そもそも、住民の福祉の増進に寄与するのかどうか、その視点が欠けていると思いますが、人類の幸福な
どという漠然とした指標ではなく、具体的に市民の雇用や市民生活の向上にどのような指標を考えているの
か、見解を伺います。
　同じく誘致推進業務委託料に、国際戦略拠点現地対応等業務委託として、実験動物中央研究所に800万円支
出しています。内容を見ますとキングスカイフロントマネージメントセンター等、市の窓口やライフイノベー
ションセンター等県の施設窓口、川崎市産業振興財団等が本来担うべき業務と思われますが、なぜ、実験動
物研究所に委託しているのか、経緯について総務分科会で質問しました。答弁では、「国内外の専門家に対し、
質の高い視察対応や海外でのプロモーション活動を行うことが必要と考えているので、最初に進出して、公
益財団法人として中立性を保つことができ、ライフサイエンス分野に関する高度な専門知識や国際的なネッ
トワークを有している」ことを理由に実中研に委託したということです。
　そこで伺います。昨年度の活動を通して、実際にどれだけの効果を生み出したのか具体的に伺います。す
でに土地利用計画が固まりつつある状況で、今年度予算でも計上されている理由について伺います。来年度
以降も継続するのかも伺います。
児童虐待防止と母子支援の充実について
　2015年度の児童虐待相談・通告件数は増え続けています。その特徴は、ゼロ歳から就学前、特に３歳未満
の乳幼児が実母から虐待を受けることが多いと言う実態が浮き彫りになっています。
　2015年に実母によるゼロ歳児の虐待がおき、児童福祉審議会は、今年７月「児童虐待重症事例検証報告書」
をだし、提言を示しました。母親の精神面における支援の把握について、母親、家族、親族への産前産後の
様々なリスクの啓発についてなどを課題にあげています。出産による体力消耗、なれない育児の不安など出
産前後の母子支援は重要です。育児不安を早期に解消することは児童虐待を未然に防止する上でも大切です。
2014年10月から始まった産後ケア事業ですが、ニーズが大変増え、2015年度は宿泊型150件・643回、訪問型
は398件・424回の実績で、予算額1509万円余に対し、決算額は100万円オーバーしました。出産後の母子支
援の必要な方が増えています。来年度予算の増額が必要と思いますが見解と対応を伺います。
　児童相談所の体制について、地区担当の平均担当ケース数は2015年度118件に対し今年度は111件で、ほと
んど減らず、まだ大変多い実態です。決算分科会では、ケース担当になる児童福祉司を増員することを求め
ました。答弁は「平成28年６月に交付された改正児童福祉法により、児童福祉司の数は政令で定めることになっ
たところなので、今後、標準とされた職員配置を進めることとあわせて、児童福祉の理念に基づいた相談援
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助活動を適切に担える人材の確保とその育成に向けて関係局と協議する」とのことです。政令で定める本市
の児童福祉司の配置すべき人数と現状の人数及び今後の対応について伺います。
子どもたちの学びの場・居場所づくりについて
　分科会で学習支援・居場所づくりについて、生活保護世帯のこどもの学習支援は、2015年度の実績から一
定の効果は上がっているものの、必要としているこどもたちに対し登録率が約15％と低いことなどから、さ
らなる対象年齢、場所の箇所数の拡充を質問しました。子どもたちを貧困の連鎖から解き放つ、その取り組
みのなかで、地域に不登校の子どもを含めた学習支援・ひとり親世帯の子どもも対象にして支援をしている
都市もあります。さらにひとり親家庭の子どもの学び直しの支援、中卒・高校中退の児童に対する高卒程度
資格付与のための支援を行っている都市があります。
　子ども未来局長に伺いますが、健康福祉局所管の学習支援・居場所づくり事業と連携して、こうした総合
的な子どもの学びの場・居場所を構築すること含めて、見解を伺います。さらには、子どもの学びの場・居
場所は中学校区に一箇所ずつ整備し、子ども食堂も併設することも展望しながらすすめることが必要と思い
ますが、伺います。
就学援助について
　川崎市でも就学援助制度についてはその改善に一定取り組んできたものの、2015年度の本市の就学援助認
定率は12.9％で、神奈川県全体の15.6％、東京都の22.4％などから見てもまだ低い状況です。その要因のひ
とつは認定基準の低さです。認定基準は神奈川県内では４分の３以上の自治体は、「生活保護基準の1.3倍」
以上でした。「1.0倍」の県内自治体は本市と横浜市と三浦市のみでしたが、三浦市は今年度から生活保護基
準の引き下げへの対応を理由に「1.2倍」に変更しています。川崎でも認定基準をせめて「1.2倍」に改善す
べきです。伺います。
　もうひとつの要因として、周知不足があると思います。川崎でも、就学援助の申請にあたり、他都市同様
に入学時、進級時に全員に書類を手渡し、全員から回収する方法を取り始めました。しかし、書類を渡すだ
けでは忙しい保護者のみなさんは、見過ごし、さらには書き方もよくわからない、など充分要件を満たして
いるのに、そのまま提出しない保護者もいます。他都市でも実施しているように小・中学校の入学説明会や
入学式、さらに進級時に保護者のみなさんが集まる学年懇談会などの機会に、ぜひ、就学援助の制度説明と
書類提出の要請を行っていただきたい、と思います。伺います。また以前から要望し続けてきた体育実技用
具費やPTA会費、生徒会費を支給対象に追加すべきと分科会で求めましたが、関係局と協議するとの前向き
の答弁がありました。早期の実現を求めておきます。
教員の定数内欠員について
　2015年度の教員の定数内欠員は324人、年々増え続ける実態に対し、この間、欠員解消の取組みを厳しく
指摘し改善を強く求めてきました。しかし、今年度の欠員数はさらに増えて343人に、特に小学校では81人
から124人へ、また三桁になったことが明らかになりました。分科会では、昨年度原因として述べられた小
学校の採用辞退者が57人にのぼり、定年以外の退職者数も想定を超えて増加したことを質したところ、今年
度について、「定年退職予定者数とそれ以外の退職者見込み数との合計人数を上回るように設定しており、
新規採用者と併せて、定年退職者の再任用を見込むことによって、現在の欠員を一定程度縮減できるものと
考えている」とのことでした。
　ここ数年議会での答弁はずっと「次年度こそ縮減する」とのことでしたが、しかし、実態は逆に増えてい
る。何のための議会答弁なのか。真剣にとりくんでいるのでしょうか。明確になっている定年退職者の補充、
それ以外の対処者数、採用辞退者数の予測はしっかり立てた上で欠員解消を抜本的に図る採用者を確保すべ
きですが、教育長に伺います。
公契約制度について
　2011年４月から川崎市の公契約制度は施行され６年目を迎えました。2015年10月には、神奈川県の地域別
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最低賃金が生活保護基準を上回り、逆転現象が解消されたことから、勘案する額について賃金が2016年度よ
り改定されました。2015年度の公契約全体に対して、予定価格６億円以上の特定工事請負契約の割合は、金
額ベースで26.8％、件数ベースで1.1％です。つまり金額ベースで73.2％。件数ベースで98.9％が作業報酬
価格を下回る条件で働いている可能性があります。公契約制度の趣旨からも６億円という予定価格の下限額
をさらに引き下げるべきと思いますが、伺います。
８款８項１目及び11款１項１目に関連して、街路樹の維持管理費について
　昨年の決算審査特別委員会で指摘したように、あまりにも草が伸びすぎて、歩道部分を塞ぐほど草ぼうぼう
の幹線道路。雑草が大きく茎をのばして道路まで突き出している幹線道路の雨水排水枡。街路樹が伸びて、右
左折する際の見通しが悪く危険な交差点。歩道まで歩行者に当たるほど枝が伸びた街路樹、また、街路樹の根
上がりによる歩道のデコボコもひどい状況など、市民生活に欠かせない場所の維持管理が全く改善されません。
　昨年の決算審査特別委員会総括質疑で、市長は、「市民の皆様に歩道を快適に御利用いただけるよう、適
切な維持管理に取り組んでいく」と答弁されました。
　確かに幹線道路は年に一回は維持管理の手は入っています。しかし、とても快適な市民生活が送れるよう
な実態ではありません。これまでの予算規模での維持管理では間に合わないことは明白です。せめて、幹線
道路の雑草の除去を含めた街路樹の維持管理は年２回、幹線道路以外は年に１回行うべきではないでしょう
か、伺います。
コミュニティ交通について
　2015年度決算のコミュニティ交通の運行経費への支援業務委託費は、全市で382万3200円です。決算時に
運行している麻生区高石地区への委託費は約29万円、多摩区長尾台地区は、約150万円です。100円の割引分
を補助する高齢者等割引事業補助金は、２地区合わせて333万9700円、委託費と合わせても716万2900円に過
ぎません。分科会では、コミュニティ交通の役割について、まちづくり局長は「市民生活を支える身近な交
通手段として、ますます重要」「その地域の交通課題の解決や高齢者の外出支援などの役割を担い、地域の
活性化にもつながる」と考えを示しました。これらの役割は今後ますます増大すると思いますが、市長に見
解を伺います。また、地域の取り組みを拡げるためにも、事業費の抜本的な増額が必要と思いますが、合わ
せて市長に伺います。以上で質問を終わります。

【再質問】
2015年度決算の財政状況と減債基金について
　収支見通しについて、16年度以降、収支不足となる根拠について明確な答弁がありませんでした。16年度、
国は15年度よりも70億円、市の収支はよくなると推計しているのに、市は、125億円、収支は悪くなると推
計しており、国と市の推計ではこれだけの違いがあるのです。川崎市は16年度、なぜ、125億円も収支が悪
くなるのか、その根拠について、市長に伺います。
減債基金について
　「減債基金は取り崩し分だけ積み立てて、上積み分は福祉に使うべき」との質問に対して「将来の償還財
源に不足をきたす」という理由で「今後も適正に積み立てる」との答弁でした。財政局からいただいた資料
では、減債基金の16年間の取崩額は、最低で203億円、最大で568億円で推移しており、2000億円から3000億
円もある減債基金の残高が、不足となるようなケースは一つもありません。減債基金は取り崩し分だけ積み
立てて、上積み分は福祉の財源にすることにどんな問題があるのか、市長に伺います。
街路樹の維持管理について
　款項目別には異なるものですが、街路樹と同時に根っこが盛り上がって、道路を押し上げているところな
ど、街路樹の維持管理に関連して、市民生活に支障をきたしている箇所が放置されています。ディスプレー
をご覧ください。
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　409号線市ノ坪こ線橋周辺の歩道の街路樹は、昨年も同様の状態でした。
　王禅寺東３丁目裏門坂通りでは、電柱にユリノキが覆いかぶさっているところです。
　答弁では、「年１回の刈込や除草が行われていると同時に、必要に応じて、各区道路公園センターの職員
も行っている」ということですが、少ない予算のやりくりと涙ぐましい努力で市民からの陳情に必死に応え
ようとされている現場の様子が思い浮かびます。しかし、１年たってもその苦労は報われずこの通りです。
　もう、「計画的な予算執行や作業時期の工夫」では、対応の限界を超えているのではないでしょうか。街
路樹の維持管理費の比較データーがないので、比較する対象は違いますが、公園緑地１平方メートルあたり
の維持管理費の比較では、川崎市が205円で、横浜市は652円、世田谷区では1,498円です。あまりにも、市
民生活に関わる予算で差がありすぎます。
　市長、現場の苦労にもっと心を寄せて、市民生活に密接にかかわる予算を増額して、名実ともに適正管理
を図れるようにすべきと思いますが、見解を伺います。
就学援助について
　認定基準を拡大するつもりはないとの答弁でした。三浦市は、生活保護基準の引き下げに対応して、昨年
度に生活保護基準の1.1倍へ、今年度から1.2倍へと、さらに拡大しています。
　同様に本市が認定基準を1.2倍へと拡大した場合、三浦市の例を参考に私たちが試算したところでは、小
学生で1030人ほど、中学生で580人ほどが新たに認定されることになります。その場合にかかる費用は、小
学生で約6400万円、中学生で約4400万円、合計１億円あまりにすぎません。
　深刻な事態にある子どもの貧困に対して１億円余の費用が出せないというのはあまりにも冷たい姿勢では
ないでしょうか。就学援助認定基準の拡大を真剣に検討すべきです。市長に伺います。
誘致推進事業委託料について
　キングスカイフロントの投資対効果等についてですが、指標の設定に対する答弁の中で、「研究開発が長
期に及ぶから、継続的な指標設定を行う」と答えられていますが、これは、国の補助金が３年から５年で切
れた後も研究費補助を行って支援し続けること宣言したことなのか、伺います。しかも、その動機付け、理
由付けのための指標づくりということではないのか、伺います。健康医療分野への貢献ということですが、
研究開発のライセンスは、大学や製薬会社が取得し、川崎市にとっては、直接的な権利は何もないはずです
が、川崎市としての明確なメリットが期待できるというのでしょうか、見解を伺います。
　国際戦略拠点誘致推進現地対応等業務委託ですが、キングスカイフロントへの企業立地の進捗を踏まえて、
プロジェクトの誘致や拠点進出企業間のネットワーク構築、拠点間連携を目的とした対応業務の委託という
ことですが、これらは、キングスカイフロントマネージメントセンター等市の窓口が本来担うべき業務では
ないでしょうか。それを実中研が担えるというならば、わざわざ川崎市が窓口を設置する意味がないのでは
ないでしょうか。伺います。
【再々質問】
2015年度決算の財政状況について
　2016年度の収支見通しの根拠について、2015年度予算の収支マイナス54億円に加え、2016年度、収支はさ
らに38億円悪化するために92億円のマイナスになるという答弁でした。しかし、2015年度決算では、財政調
整基金への積み立て、減債基金への返済も含めると33億円のプラスと出ているのです。予算のマイナス54億
円をベースにするのではなく、決算の収支プラス33億円をもとにして収支見通しを見直すべきです、市長の
見解を伺います。
国際戦略拠点誘致推進現地対応等業務について
　ただ今の答弁でも、マネージメントセンターとして拠点全体で生じる様々な課題への対応を行って、現地
対応もしているわけです。
　その上で、実中研における専門分野に関わる場合などで本業務として行っているということですが、そも
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そも、実中研の現地視察ということならば、それは、もともと実中研の業務であり、何でそこに税金を支出
しなければならないのでしょうか。
　しかも、初回の答弁で「研究機関の誘致や研究プロジェクトの組成、国内外のイノベーション拠点とのネッ
トワーク形成に取り組むとともに、国際会議等の様々な場面を通じて効果的に情報発信すること」「200回に
わたりプロモーション対応を行うとともに、展示会等における情報発信活動、海外でのPRを実施した」と
答えられましたが、本当にこれらの取り組みが本業務でなされたとすれば、800万円という金額でとどまる
はずもなく、800万円という金額の算定根拠自体理解できません。
　どう考えても、支出として適正に欠く内容と言わざるを得ません。支出に適正を欠く本事業は、やめるべ
きですが、伺います。

2016年第３回川崎市議会定例会代表討論（10月17日）

2015年度（平成27年度）決算の各会計決算認定について
　歳入の特徴についてです。2015年度決算では、市税は３年連続増収で初めて3000億円を超え過去最高とな
り、健全化指標はどれもクリアしており、きわめて健全です。財政力指数も政令市で依然トップで、政令市
で唯一の不交付団体となるなど、本市は「財政が厳しい」とはいえない状況となりました。
　「扶助費が増大」するから財政が厳しいという根拠については、市の負担分である経常収支の比率でみれ
ば19.0％と前年度とほとんど変わりません。一人当たりの扶助費でみれば政令市平均よりも低く、経常収支
の５分の１にも満たない額であり、地方自治の本旨である「住民の福祉の増進」という見地から見れば、扶
助費は不十分であることを明らかにしました。
　2015年度決算の収支は、財政調整基金への積み立て、減債基金への返済を含めると33億円のプラスで、市
の収支見通しよりも４年前倒しで収支はプラスになりました。2015年度予算の54億円マイナスから見ると87
億円も増加しています。2016年度の収支見通しは、国は15年度よりもさらに71億円プラスになると推計して
いるのに、市は38億円収支が悪くなるとしていますが、この差の根拠については、明確な答弁がありません
でした。また、市の推計は2015年度予算の54億円マイナスをベースにして2016年度の収支を92億円マイナス
と試算していますが、2015年度決算で33億円プラスと出たわけですから、私たちはそれをベースに見直しす
べきとただしました。それに対して「今後の収支見通しにつきましては、予算編成等、適切な機会をとらえ
て、適宜作成」するという答弁でしたので、その推移を注視していきたいと思います。
　減債基金については、その残高は、人口が川崎市の2.6倍もある横浜市の２倍近くもあり、一人当たりの
市債残高は他の政令市平均よりも低いのに、一人当たりの減債基金残高は他の政令市平均の1.8倍にもなっ
ており、突出して高いことが明らかになりました。しかも、減債基金残高は、10年後には一般会計分だけで
も2887億円になり、2015年度末の1847億円より1000億円も積み増しされます。
　「減債基金へは、取り崩し分だけ積み立て、上積み分を社会保障に充てるべき」との質問に対して「将来
の償還財源に不足をきたす」という答弁でしたが、将来の取崩額の推移をみても大きな取崩額の予定はあり
ません。「ルール通りに積み立てなければ」との答弁でしたが、財政局の資料で他都市を見てもルール通り
積み立てているところは少ないのが現状です。「将来世代に安心して暮らし続けていくため」という答弁も
ありましたが、上積み分を貯金として持っているのではなく、いま川崎市で暮らす市民の社会保障、子育て
支援などにあてるべきで、そうしてこそ、少子化に歯止めをかけ、将来世代への負担を減らすことにつなが
るのではないでしょうか。減債基金への積立金は取り崩し分だけにすることで、毎年100億円、10年間で100
0億円もの財源が生まれます。この財源を社会保障に充て、暮らし、福祉の充実をはかるべきです。
　「財政が厳しい」ということを理由に行財政改革を進め、福祉電話相談事業、高齢者外出支援サービス事業、
高齢者住み替え家賃助成事業の見直しや廃止を断行。利用者がいるのにもかかわらず、削減効果額わずか30
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0万円のこれらの事業を見直し・廃止したことは重大です。行革の根拠については、今年３月の「行財政改
革プログラム」では「収支不足」「減債基金」「財政が厳しい」という文言は消え、「財政が厳しい」ことを
行財政改革の根拠にすることはできなくなりました。
　残った行革の根拠は「社会的ニーズの変化」ですが、サマーレビューで見直しの対象になっている「重度
障害者医療費助成制度」「高齢者外出支援事業」「成人ぜん息患者医療費助成制度」の３つの事業はどれも社
会的ニーズが高まっています。このような社会的ニーズが高まっている事業、または利用者にとってなくて
はならない事業については、サービスの削減ではなく、拡充する方向で見直すべきです。
　歳出の特徴についてです。
教職員の定数内欠員について
　2015年度は324人の欠員を出し、その状況は一向に改善するどころか、欠員が増えるという事態になり、
欠員解消への取り組みを厳しく指摘し、解消を求めてきました。欠員の縮減に向けて、受験案内パンフレッ
トの改善や広報、周知の方法の工夫、選考試験の実施方法等の検討など答弁されましたが、ほんとうに川崎
に魅力を感じて子どもたちのために就職したい、と思う教員を採用するためにも、来年からの教員の給与等
の県費から市費への移管に際して、年休取得のあり方、住宅手当て、育児時間の取得の変更など教職員の処
遇が今より後退させないことこそ必要であること、何よりいま在籍している子どもたちの最善の教育環境の
実現を、そのためにも定員というかたちで保障されている必要な教員の確保を強く求めておきます。
就学援助について
　質疑のなかで、神奈川県内の４分の３の自治体が就学援助の支給基準を、「生活保護の1.3倍」か、それ以
上としているなか、最近でも三浦市が生活保護基準の「1.0倍」から「1.2倍」へと拡大しました。本市が認
定基準を「1.2倍」に拡大したとしても、三浦市の例を参考に私たちが試算したところでは、増額するのは
１億円余と示し、実現を要望しましたが、その実現に背を向けた答弁でした。子どもの貧困をどう克服して
いくかが大きな社会問題になっているなか、認定基準の拡大を求めておきます。
高齢者施策について
　2015年度は介護保険料の改定が行われ、保険料基準額を5,540円とすることが提案されました。高齢者の
みなさんは年金額は下がる一方のなかで、消費税引き上げや物価の上昇、医療費の引き上げなどで厳しい生
活を強いられており、これ以上の値上げは耐え難いものでした。市長も市長選後のインタビューで、介護保
険料については抑制に努める、将来的には下げたいと言っておられました。私たちは介護保険料について、
さらなる多段階化や一般会計からの繰り入れなどあらゆる工夫をして抑制に努めるよう求め、保険料基準額
を当時の現行のままで据え置き、介護保険料率について第１、第２段階の被保険者の負担を軽減するなど所
得に配慮し、負担能力に応じた負担を求める条例の修正を求めました。
　値上げにより、多くの高齢者が負担増となる一方で、特別養護老人ホームに入れない入居待機者は本年４
月、4822人になっています。このうち要介護３以上の方は3267人にのぼり、入居申込書の記載では「介護者
が要介護状態や病気・障害がある等の理由で十分な介護ができない」方が34％と最も多いなど、自宅での介
護実態が明らかになりました。特養ホームの大幅増設を求めましたが、「真に入居の必要な方」は要介護３
以上は全体の方の23.4％として、さらにここから他のサービス利用見込みを差し引くなどの計算方式で2025
年度までの整備目標を5712床としたとのことでした。９年経っても1274床増に止まる計画で、今すぐに入居
したいとの切実な願いと大きくかけ離れています。実態に合う計画に見直し、大幅増設を求めます。
街路樹の維持管理について
　歩道部分を塞ぐほど草ボウボウの幹線道路、街路樹が伸びて見通しの悪い交差点、歩道まで枝が伸びた街
路樹、街路樹の根上がりによる歩道のデコボコなど、市民生活に欠かせない場所の維持管理が改善されてい
ません。こうした現状を示し、せめて、幹線道路の雑草の除去を含めた街路樹の維持管理は年２回、幹線道
路以外は年１回行うべきと質問したところ、答弁は「年１回の刈込みや除草を行い、必要に応じて道路公園
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センターの職員も行っている」「計画的な予算執行や作業時期の工夫を行っていく」とのことでした。街路
樹維持管理費はこの間増えず、公園緑地に関する陳情件数は毎年６千件以上もあると聞きます。予算が増え
ないまま、現場の努力だけでは解決の目処はまったく見えません。現場の苦労に心を寄せて、市民生活に密
接に関わる予算を抜本的に増やすことを強く求めておきます。
　中小企業予算は、融資額を除けば予算全体の１％に満たない状況が続いています。
　中でも商業振興事業費は、2015年度は約11億円ですが、プレミアム付き商品券７億円を差し引けば、前年、
前々年の予算とほぼ横ばいの約３億円程度です。これでは商店街の衰退はとどまりません。そうしたことを
踏まえて総務分科会で、経済労働局長も消費喚起効果のほか、中小商店での利用促進に一定程度効果を認め
た商品券事業について、市独自のプレミアム付き商品券事業として行うこと、例えば、商店街イベント事業
の中でプレミアム分を補助対象に含めるなど柔軟な対応を求めました。しかし、印刷費と広報費の一部を助
成する事業を継続するとこれまでの主張に止まりました。改めて、プレミアム分を補助するプレミアム商品
券事業の実施を求めておきます。
２款４項１目13節委託料に関連して、国際戦略拠点誘致推進現地対応等業務について
　総括質疑でも明らかなように、実中研への800万円の支出根拠を明確に答えられませんでした。支出に適
正を欠く本事業はやめるべきことを指摘しておきます。
羽田連絡道路について
　まちづくり分科会では、連絡道路の必要性について問われたことに対して、「連絡道路は成長戦略拠点に
は必要不可欠」と答えましたが、市民生活からの必要性については全く答えられませんでした。
　総務分科会で、約1300万円をかけ、羽田連絡道路がすでに都市計画手続きが行われている段階で、なぜ、
いまごろ殿町及び羽田連絡道路整備に係る投資効果等の評価指標案を作成するのか質したのに対し、「評価
の時期については、建設投資額や立地施設の運営状況、就学等の見込み等が概ね明らかになったことを踏ま
え実施するもの」と答えましたが、そもそも、投資対効果については事業計画段階で検討されるべきではな
いでしょうか。つまり、「連絡道路は成長戦略拠点には必要不可欠」という結論先にありきで必要性も投資
対効果もまともに検討されていないということを表しています。
　一方、貴重な干潟の保全については、専門家の検証も受けず、周辺道路環境の影響については、「事業実
施後、交通管理者と協議する」とし、すべては、整備先にありきで、問題先送りの羽田連絡道路事業に300
億円以上もの整備費をかけるべきではありません。改めて撤回を求めておきます。
　市長は、2015年度予算について「川崎を一歩前へ、もっと先へ」進めるための“芽を育てる”予算、と命
名されました。しかし、「一歩前へ進めるための芽を育てた」のは大規模事業であり、豊かな財政を振り向
けるべき“子育て、高齢者、中小企業”分野の拡充は部分的にとどまり、市民生活は依然として置き去りに
されたままというのが2015年度決算の特徴だったと指摘せざるをえません。こうした予算執行を行なった20
15年度一般会計決算などを認定することはできません。
議案第113号川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について、議案第114号川崎市スポー
ツセンター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第115号川崎市武道館条例の一部を改正する条
例の制定について、議案第125号川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第126号川崎
市教育文化会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第127号川崎市有馬・野川生涯学習支援施
設条例の一部を改正する条例の制定について
　これらの議案について、25％から100％までの「受益者負担割合」の根拠について問いただしましたが、「他
都市の例を参考にした」というだけで、まともな根拠は述べられませんでした。のべ281万人の市民が利用
している川崎市のスポーツ文化施設のうち、６割の施設が値上げされることになります。本市の「音楽のま
ち」「映像のまち」「スポーツのまち」「読書のまち」などを掲げている姿勢と逆行することになるのではな
いでしょうか。市の役割は、市民の文化やスポーツを享受する権利を保障することにあります。お金の心配



－ 136 －

なく文化やスポーツを楽しめるよう、その役割こそ果たすべきと考えますので、これらの議案には反対いた
します。
議案第118号川崎市廃棄物の処理および再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　本議案は、今年７月に出された「使用料・手数料の設定基準」に基づき、一般廃棄物処理手数料等の額の
改定を行うものです。「設定基準」では、手数料については、「原価算定対象経費の全額を受益者負担」とし
ています。
　いかに事業系ごみの処理が排出者の責任であるといっても、長引く不況で売り上げが落ち、経営が大変な
市内零細中小業者に、この時期に値上げを押し付けるのは問題です。値上げの影響を直接受ける収集運搬業
者も中小企業であり、値上げはそのまま排出業者に影響します。すでに収集運搬業者は値上げの動きを見せ
ています。かつて川崎市は、小規模事業者の保護のため、事業者処理責任を明確にしながらも、小規模事業
者に対しては普通ごみには10キログラム以下の処理手数料を控除していました。そうした配慮をせず値上げ
を行うことは、市内の中小業者全体の経営を大きく圧迫することになります。いまこの時期の値上げはすべ
きではありません。
　本議案には事業活動ではなく市民が対象となる項目も含まれています。市民への影響が大きいのが浄化槽
等の清掃です。いまだ下水道が普及せず、やむなく浄化槽を設置している市内約３千軒の個人住宅で、法律
に基づき年に１回浄化槽を清掃すると、一般的な家庭で１回4300円だったものが、今回の1.5倍の値上げに
より6450円となります。しかも、「設定基準」では、受益者負担を100％にするまで４年に１度程度の見直し
を行うとしており、委員会の答弁によれば、２万円まで上がることになります。これは公衆衛生に責任を負
う廃棄物処理にはなじみません。以上から本議案には反対です。
議案第120号川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定について
　本議案も「使用料・手数料の設定基準」に基づき、ヨネッティ堤根、及び王禅寺のプールや会議室などの
利用料の上限額の改定を行うものです。「設定基準」では、公共関与の必要性と民間における同種・類似のサー
ビスの有無から、受益者負担の割合をその施設ごとに割りだし、余熱利用市民施設は、コストの50％を受益
者負担にすると断定しています。環境局のコスト計算では現状の受益者負担割合が28.2％なので、あと21.8％
引き上げなければならないが、激変緩和として今回は現行の1.1倍に値上げするとしています。設定基準で
は４年に１回見直しを行うとしていますから、いずれ今の料金のほぼ1.5倍の金額にまで上がっていくこと
になります。
　ごみ焼却場の余熱を市民のために有効活用し、低料金で一年中利用できるプールを作ったことは本当に市
民に歓迎されました。健康増進のためにたくさんの人たちが利用しています。これこそ公共性があり、福祉
の向上を図る自治体の重要な施設ではないでしょうか。値上げはすべきではありません。よって本議案には
反対です。
議案第122号小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び請願第24号小児医療費助成制度
に一部負担金を導入しないことを求める請願について
　市長の「小学６年生まですぐに無料にする」という公約に対し、今回の一部負担金導入は、「６年生まで
無料になると期待したのに、１回500円負担は納得できない」という声が多数寄せられています。
　これまで、市長は一部負担金を導入する理由として、「過剰受診があっては小児科がパンクし、医療機関が
疲弊する」と繰り返し答弁されました。文教委員会において、これまで、本市が小学２年生まで、また今年度、
小学３年生まで無料化したことで過剰受診が起きているというバックデータをもっているのか質したところ、
そのようなバックデータは持っていないとし、基本的には、このことを理由ではなく、制度を安定的に持続
するためという答弁に終始しました。国の「子どもの医療制度のあり方などに関する検討会」で、議論、話
題になったということだけで、バックデータもないのに、こうした答弁をすべきではないと厳しく指摘しまし
た。多くの保護者の方々はコンビニ受診が増えるという市長の発言に対し「必要ないのに受診しない」「病気
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をもらう心配があるので極力行かないように、こどもに栄養や睡眠をとるなどして気をつけている」と指摘
しています。一部負担金を徴収することで、逆に、医療機関の実務が煩雑になることも指摘しました。
　一部負担金の保護者の負担額は、１億５千万円です。財政力豊かな本市が、この負担を求めなければ、持
続可能な制度にならないという財政的な根拠はまったく示されていません。市長は子どもの医療費助成は、
「子どもを生み育てやすい環境をつくるために重要な施策である」と制度の目的を述べていますが、これは、
「お金の心配をしないで受診できる。受診抑制をしないでお医者さんにかかれる環境をつくる」ことです。
　その一方で、「受診が増えるのを抑制するために一部負担金を導入する」というのは本来の制度の目的と
矛盾します。所得制限についても、子どもの健康と親の所得は関係ありません。等しく平等にすべきです。
特に所得限度額をわずか上回るだけで３割負担という方々の不公平感ははかりしれません。また、一部負担
金の導入は、重度障害者医療費助成制度など他の助成制度に波及することも懸念されることから認められま
せん。制度の目的と保護者の願いに答えて、所得制限を撤廃し、一部負担金を導入しないで６年生まで無料
にすべきです。よって本議案に反対し、一部負担金を導入しないでくださいという請願第24号は賛成します。
議案第132号川崎市市民ミュージアムの指定管理者の指定について
　市民ミュージアムは、博物館機能と美術館機能をあわせ持つ、市民文化の創造の拠点として活動してきま
した。今議案は、学芸部門を含め，直営による総務、企画広報、教育普及部門などをアクティオ・東急コミュ
ニティー共同体に指定管理者として選定する議案です。これまで学芸部門は公益財団法人・川崎市生涯学習
財団に業務委託し、現在、学芸員は16人の有資格者が担い、開設以来28年の経験を有する方４人をはじめ、
経験と高い知見を持つ方々が担っています。しかし、2017年度からアクティオに管理運営が移行することで、
学芸員の深刻な雇用問題が生じています。
　一方で、市は「指定管理仕様書」において、「博物館・美術館の専門分野に関する豊かな知見と高度の専
門性の継続と蓄積、高い公益性と信頼性」を指定管理者に対し求めています。委員会では、選定事業者がこ
れらを担保する計画を持っているのか、公の施設として，市の姿勢が問われると質しました。
　現在、生涯学習財団が学芸員さんに紹介しているアクティオの「川崎市市民ミュージアム　職員、パート
求人募集要綱」では、１年間の契約社員、応募資格は「高卒以上、職員希望の場合はエクセル・ワードなど
のパソコンスキル」とあり、とても高い専門性を担保した募集要綱とは思えません。１年契約の職員が、極
めて高度な技術が必要となる、資料の保存や修復、市指定文化財なども含めた21万点余にも上る膨大で貴重
な収蔵品を適切に取り扱うことができるのか、大いに疑問が残ります。
　学芸員の高い専門性と経験年数にふさわしい雇用の継続について、市民文化局長は、生涯学習財団側及び
当財団を管轄する教育委員会にも要請をすることと、アクティオ側の人材確保に配慮をお願いすることはで
きるが、最終的には民・民の問題であると答えました。質疑のなかで、アクティオ側も、市民ミュージアム
の歴史と知見にたけている学芸員さんの力を使わない手はないと言われていることもわかりましたが、それ
らが実際に担保されるのかの保障はありません。
　また、有資格の学芸員は減員されることが質疑のなかで明らかとなりました。本来、考古、歴史、民族、
美術、映像等に関する資料及び作品について収集、展示、調査研究等を行なうこと等により、市民の教育、
学術及び文化の発展に寄与することを目的として設置されている市民ミュージアムは指定管理になじまない
として、導入議案に反対してきた立場からも、本議案には賛成できません。
　議案第147号川崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、低所得者にとって負担増と
なるとして、議案第151号川崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、介護保険料の値上げ
であることから、予算議会でそれぞれ反対した立場から反対、議案第149号平成27年度川崎市後期高齢者医
療事業特別会計歳入歳出決算認定については、高齢者に差別を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場か
ら、反対です。
議案第134号新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設の取得について
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　委員会では、民間部分への公的支援の有無、将来のリスクについて確認しましたが、家賃の減免、建設費
補助、運営費補助のいずれも行わないこと。武器製造等に関連しないものに限定することについては、入居
予定者の事前の審査の中で精査することについて、確認しました。それを踏まえた上で、私たちは、川崎市
の中小企業施策が新産業創出事業に偏っているという指摘にも、真摯に受け止めなければならないと考えて
います。市内の大半の中小企業は、技術を革新していくこと以上に事業を継続して営むことに日々苦心して
います。経済労働局長は「条例にのっとり同施設を活用する中で、中小企業を支援する。」と答弁されまし
たが、改めて、多くの市内中小企業が活性化できるような対策をとるためにも、中小企業予算と職員を増や
すことが何よりも必要だと考えます。改めて求めておきます。
請願第22号所得税法第56条廃止の意見書を国にあげることに関する請願について
　自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。しかし、事業専従者控除を配偶者に86万円、
その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば配偶者は344円、その他の親族は200円
です。家族従事者の多くは女性です。本年２月に開催された第63会期国連女性差別撤廃委員会は、日本政府
に対し、「家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討すること」を勧告しました。
その働き分が給料として認められないことは女性に対する差別という以外ないことが、国際的にも明らかと
なっています。申告の在り方については、すべての事業者に記帳が義務付けられ、青色、白色などと格差を
つける理由はありません。国への意見書を採択する自治体は、６月13日現在447自治体と広がり、国内情勢
も大きく変化しています。私たちは真の男女平等の実現にむけ、人権無視の差別制度は放置しない、そのた
めにも意見書を国に提出すべきであり、請願の採択を主張します。
　私たちは、予算議会において、不要不急の大規模開発を見直し、基金の取り崩しなどによって市民生活の
切実な願いに応えるべきと予算の組み替え動議を提出した経過も踏まえ、2015年度決算認定にあたっては、
一般会計、競輪事業特別会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特
別会計、港湾整備事業特別会計、公共用地先行取得等事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計、工業
用水道事業会計については認定できません。
　以上の立場から、議案第113号から115号、議案第118号、議案第120号、議案第122号、議案第125号から12
7号、議案第132号、議案第144号、議案第145号、議案第147号、議案第149号、議案第151号、議案第152号、
議案第156号、議案第159号から161号については反対及び認定できないこと、請願第22号24号その他の議案、
報告については、賛成、同意及び認定することを表明して討論を終わります。
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2016年第４回川崎市議会定例会代表質問（12月８日）

市長の政治姿勢について
核兵器廃絶、平和の問題について
　10月27日、国連総会の第１委員会は、核兵器禁止条約の締結交渉を来年開始する決議案を賛成123か国と
いう圧倒的多数で採択しました。核兵器禁止条約に向けた交渉が2017年３月から国連で開催されることが確
実となりました。このことにより、核兵器禁止条約に仮に核保有国が参加しなかったとしても、国連加盟国
の多数が参加して条約が締結されれば核兵器は人類史上初めて「違法化」されることになります。そうなれ
ば、核保有国は法的拘束力は受けなくても政治的・道義的拘束を受けることになるなど今回の採択は「核兵
器のない世界」への扉を開く歴史的な決議となりました。しかし日本政府は、今回の歴史的決議に対しても
「反対」の態度をとるなど、唯一の被爆国の政府としてあるまじき態度をとり続けています。市長は今議会
の提案説明でも「核兵器廃絶都市宣言を行っている自治体の長として、今後一切の核実験の中止を」求めて
います。市として、核兵器廃絶に背を向ける姿勢を改めるよう日本政府に求めるべきです。市長に伺います。
TPP問題について
　環太平洋連携協定（TPP）承認案・関連法案は、11月10日、衆院本会議で自民、公明、維新の賛成で強行
採決され、参議院に送られました。安倍政権は、国会のルールを破って開会を強行し、輸入米価格の偽装、
交渉経過資料は「黒塗り」にするなど、国会審議の前提を欠いたままの審議を続けたうえの強行採決でした。
　TPPは地方自治体にも大きな影響があります。自治体の公共事業への海外企業の参入する際の最低基準が
低下する恐れや、地元中小企業が海外企業との価格競争にさらされることになります。川崎市でも「中小企
業活性化のための成長戦略に関する条例」が制定されましたが、このような地元中小企業優先、地産地消な
どを掲げた条例が実質的に発動できなくなったり、条例自体TPP違反として訴えられる恐れがあります。
　次期米大統領のトランプ氏は、就任初日にTPP離脱を表明する考えを明らかにし、オバマ政権はTPP承認
を事実上断念しました。日本が批准してもアメリカの批准がなければ発効しないTPPを急ぐ理由はありませ
ん。多くの国民、団体が反対または慎重審議を求め、国民生活、日本の経済主権、地域経済、地方自治体に
大きな影響を与えるTPP承認案・関連法案は廃案にすべきと考えます。市長の見解を伺います。
子育て支援策の拡充について
各区地域見守り支援センターに助産師を配置することについて
　９月議会で、母子支援の役割を担う助産師の配置及び保健師の配置について、今後、地域見守り支援セン
ターの検証等を行なう中で、母子保健の充実に向けて助産師を含めた専門職種の全体的な配置に向けて関係
局と検討していきたいと答弁していました。専門職種の配置の検討状況、特に助産師を各区へ配置すべきで
す。伺います。
保育事業について
待機児童解消について
　10月１日現在の保育所等利用申請・待機状況が公表されました.4月時と比較すると利用申請者数は1,717
人増えて29,293人に、就学前児童数に占める割合は33.7％から35.7％に半年間で２％増加。保留児童数は2,
554人から4,052人へ、1.6倍になり初めて4000人を超えました。保留児のうち、顕著に増加したのは産休・
育休中の申請で461人から1,390人へ、３倍化し929人も増えました。
　来年４月の定員は、今年度中の整備で1,895人をプラスし、26,634人です。今年４月の利用申請者27,576
人に照らしても942人分も足りません。まして、10月時の申請は29,293人です。卒園する児童数を引いたと
しても今年４月よりは申請が増加するのは明らかですから、緊急に整備計画を上乗せすべきです。伺います。
　この間、公有地や公立保育園の仮設園舎跡地を活用した認可保育所の整備を繰り返し求めてきました。
2018年４月の開設に向け、川崎区の現渡田保育園の仮設園舎用地の活用、中原区木月と高津区末長に市有地
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を活用して３ヵ所、いずれも60名定員の認可保育園の整備計画が示されました。引き続き、公有地及び仮設
園舎用地の活用を求めます。伺います。
新たな公立保育所について
　地域の子ども子育て支援の中核的な役割を担う、民間保育所等への支援、公・民保育所人材の育成の機能
を担うとして、各区３ヵ所が既に本格実施されています。新たな公立保育所が支援する対象となる民設民営
保育所、家庭的保育、小規模保育等の地域型保育施設、川崎認定保育園及びお仲間保育室の2016年４月の各
区の施設数と定員の合計について伺います。
　これまで私たちは、対象施設と定員が突出して多い中原区、次いで高津区の「新たな公立保育所」を増や
すべきと求めてきました。昨年12月議会でこども本部長は「各区３ヵ所を基本とするが、各区で民間の認可
保育所や川崎認定保育園等、対象となる園数及び定員数が大きく異なる状況にあることを勘案し、ブランチ
園の新たな設置や、担当職員の適切な配置等を検討する」と答弁されました。特に「民間保育所への支援」
については、「エリア内の民間保育所等との定期的な連携会議の実施や園庭やプールの共同利用や交流保育
を実施している」とエリア内に支援すると答弁しています。園庭やプールを共同利用する乳幼児にとっては
より身近な場所が必要です。中原区の新たな公立保育所は中原保育園、下小田中保育園、中丸子保育園です
が、エリア内には武蔵小杉駅周辺をはじめとして民間保育所等が急増しています。対象が突出して多いので
すから、中原区にブランチ園を増やすべきです。伺います。
　関連して、2019年度の民営化園の選定が公表されました。中原区のごうじ保育園が選定されています。国
勢調査の分析では、20～40歳代の若者や子育て世代の人口が急増している武蔵小杉周辺を含む中原区が24万
7529人と最も多いと報じており、保育所入所申請も急増しています。ごうじ保育園のエリアにも支援する対
象園が大変多いのですから、ブランチ園とすべきと考えます。伺います。
教育をめぐる環境整備について
県費教職員の市費移管と少人数学級の拡充について
　これまで私たちは、移管によって本市が「学級編成基準」及び「教職員定数算定基準」を定めることにな
る機会を捉え、少人数学級を拡充すべきと強く求めてきました。
　10月に私たちは、2015年度から公立小学校６年間、公立中学校３年間の義務教育９年間を通した少人数学
級を実施している新潟県と新潟市を視察し、市費移管後の対応について伺ってきました。新潟市では少人数
学級に対する学校現場や保護者の評価は、「授業中に一人ひとりの児童が活躍する機会が増えることで学習
意欲が喚起され、家庭学習の習慣化にもつながっている」「児童のノートに目を通す時間が保障されるので
児童一人ひとりの理解の程度を把握することができ、つまづきのある児童生徒を個別に指導することができ
る」など、抜群の教育効果が上がっているということです。
　来年度の市費移管の際には、新潟市では少人数学級を継続するうえに、さらに、現在１・２年生で実施し
ている32人以下学級を３・４年生に拡充する方向で検討しているといいます。同じ政令市で市費移管後も市
独自で実施する自治体があるわけですから、川崎でも可能です。川崎でも来年度から少人数学級を拡充すべ
きです。伺います。
就学援助について
　先の議会で、就学援助の支給品目も金額も都市によって違いがあること、入学準備金については、小中学
校とも川崎市は横浜市の半分程度しか支給されないことを取り上げ、その改善を求めました。教育次長は、
「支給金額の拡充については、社会情勢、川崎市の財政状況、国の動向や他都市の状況を踏まえながら、関
係局と協議していく」と答弁されました。その後の検討協議について伺います。
　入学準備金の前倒し支給を始める自治体が増えています。県内海老名市では今年度から小学校６年生の認
定者に対し、中学校入学前の１月に支給することにしました。さらに現在６月に行われている就学援助の認定
と支給時期を早めることについて、所得以外を理由とする申請では認定時期を早めることができるとして、
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児童扶養手当の支給や国民健康保険料の免除、生活保護の廃止など所得審査を必要としない申請理由の場合
は、来年度から認定時期を４月に早め、支給時期も早めることになったと聞きました。川崎でも同様な取り組
みをすれば、入学準備金の前倒し支給、認定と支給時期も早めることはできると思いますが、伺います。以
前から課題になっている生徒会費、PTA会費、体育実技用具費を支給品目に入れるべきと思いますが伺います。
小学校給食の無償化について
　本市の給食費は、年額では低学年40,150円、中学年は42,350円、高学年44,550円となっており、家計にとっ
ては、大きな負担となっています。どの子にも温かい食事を保障しているのが学校給食です。家庭の経済状
況にかかわらず、安心して食事ができることは、子どもの情緒の安定にとっても重要なことです。学校給食
の無料化は、「義務教育は無償」という憲法の原則からも、大きな意義があります。
　学校給食の無償化・補助実施は、この４年間で急速に広がり、2015年度調査では、全額補助する自治体は
45自治体、半額以上の補助を実施する自治体は64自治体、それ以外の一部補助も含めると199自治体で実施
されています。滋賀県長浜市では2016年９月から、子育て世代の経済的な負担を軽減する目的で、給食費補
助事業費１億6500万円を計上し給食費を無償化しました。年間一人当たり約４万４千円が無償になるとのこ
とです。本市も給食費無償化に踏み出すべきと考えます。伺います。
中学校給食について
　配膳員についてです。学校によっては生徒数や校舎の配置などは大きく異なります。生徒数が特に多いと
ころもあります。配膳をスムーズに行うためには、配膳員が１学年に一人、最低でも各学校に３人、大規模
校についてはそれに見合った人数が必要です。配膳員の配置については、各学校においてヒヤリングや現地
確認を行いながら、検討を進めているとのことですが、具体的にどのように進められているのか伺います。
　栄養士の配置についてです。来年１月からは、いよいよ、中野島中学校、犬蔵中学校で自校給食が始まり
ます。食育の推進、きめ細やかなアレルギー対応などを行うことを目的として、それぞれの学校には栄養士
の配置がされることになっています。一方、センター給食で実施される中学校の栄養士配置については、３
月議会では、国の基準以外の栄養士の配置について検討していく、６月議会では、学校給食全体での食育の
充実が図られるよう、食育指導や食物アレルギー対応、給食管理のあり方などを踏まえ、実施までの間に検
討していくとのことでした。検討状況を伺います。
　学校給食費の公会計化については、これまで「学校現場における給食に関する事務負担軽減は大変重要と
考えていることから、さまざまな観点から検討していきたい」とのことでしたが、検討状況について、伺います。
議案第187号　川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定について
　高校進学前の３月から入学支度金を支給するとともに、高専の生徒などにも支給対象を拡大するものです。
　川崎市の高校の給付制の奨学金の予算は12年前の2003年は5557万円でしたが、年々減額され、2012年度に
は4322万円と１千万円以上も減額。応募者数は年々増え、2012年度には1277人にも及ぶのに採用は350人に
留まり、こうした事態に市は2014年度から予算総額を変えず収入基準を生活保護基準とし、さらに成績面を
3.5以上とする受給資格の絞り込みと給付額の大幅削減を行ないました。
　それでも、申請者は2014年度の717人から、昨年度899人、今年度970人と毎年増加していますが、依然と
して採用者数は変わりません。そのため、「3.5以上」とされる申請基準を満たしたにもかかわらず、昨年度
141人、今年度202人が奨学金を利用できず、結果的に評定が3.7、3.8の生徒でも受けられませんでした。入
学支度金も今年度49人が受けられませんでした。
　京都市では、昨年度、入学支度金と学用品購入等助成金あわせて4,916人に支給。当初想定した予算を申請
者が上回った場合も財政のやりくりや補正予算を組むなどして希望する全員に支給しているとのことです。
本市も、予算の規模を抜本的に拡充し、希望するすべての生徒が受給できるようにすべきです。伺います。
　また、京都市は、要綱で「学習状態が良好」と定めていますが、実際には留年さえしていなければ申請基準
を満たした生徒すべてに支援金を支給しています。本市も成績要件を京都市並みに改善すべきです。伺います。
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大学奨学金について
　これまで答弁で「他都市の制度や国の経済的支援策の状況を見据えて検討したい」とのことでした。藤沢
市は先日、上限30万円の入学金相当分と、上限月額６万円の授業料相当分を給付する奨学金を2018年度から
開始すると発表。その趣旨は「家庭の経済状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のあるすべての子どもたちが、
質の高い教育を受け、能力や可能性を最大限伸ばし、それぞれの夢に向かって生きていくことのできる社会
環境の構築が必要」だということです。現在の無利子貸与の奨学金の募集枠を拡充するとともに、本市も給
付型の大学奨学金を創設すべきです。伺います。
障がい者差別解消法に基づく取り組みについて
　障害者差別解消法に基づき、本市は不当な差別の禁止や合理的配慮の提供を行なうための基本的な考え方
や具体例等を定める、職員の服務規律の一つとなる対応要領を策定しました。「監督者の責務」として、「障
害者等から合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認し、確認
された場合は合理的配慮を適切に行なうよう指導すること」「障害を理由とする差別に関する問題が生じた
場合には迅速かつ適切に対処しなければならない」としています。また相談体制の整備として、「相談窓口
は相談対象業務の所管課におき、寄せられた相談等は総務企画局人事部人事課に集約し、健康福祉局障害保
健福祉部障害計画課と情報共有を図り、以後の相談等に活用すること」としています。
　施行以来、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情があれば件数と内容及び対応を伺います。監督者が状
況を確認し指導した事例についても伺います。窓口に相談があった所管局と情報共有を図り対応した事例に
ついても健康福祉局長に伺います。
　法律を受けて、条例を制定する自治体が増えていますが、市民や障害者団体から本市も策定してほしいと
いう意見要望が届いている状況を伺います。
　私たちが視察した新潟市では「障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を４月に施行し、市
民に対し、概要パンフレットで「条例のめざす社会」「障害を理由とした差別の禁止」「具体的な事例」「市民
の理解の促進」「相談体制と助言・あっせん、勧告、公表の仕組み」を分かりやすく示し周知しています。島
根県松江市も条例を10月から施行し、「職員対応要領」をカラーパンフレットにして、市民にも公開しています。
このなかでは、障がいの種別によって障がいの特徴や対応する際の留意点がわかりやすく示され、チェック
リストも掲載されています。本市も概要パンフレットをつくり、市民に広く周知すべきと考えますが伺います。
　具体的に伺いますが、私たちに寄せられている声として、車いすで移動される方が、市営バスに乗ったと
きに固定ベルトをしてくれない運転手がいた。輪留めだけで良いかと言われ、危なくてこわいけれど、他の
乗客に遠慮してうなずいてしまった。「遅いな」と文句を言われた。停車位置がばらばらで、歩道に行くま
でに段差があるところに降ろされることがある等の実態や、運転手の乗客への配慮のあるアナウンスがある
と障害のある人もない人も共に暮らすやさしい町になると思う。などの意見が寄せられています。　車いす
の方の乗車内の安心安全の確保については、全ての運転手の合理的配慮がなされなければならないと考えま
す。交通局の見解と対応を伺います。特に実地を含む研修を施行前より増やし、差別解消法と対応要領、乗
務員ハンドブックの内容を全ての運転手に徹底すべきと考えますが伺います。
高齢者・障がい者福祉施設の再編整備について
　健康福祉委員会での中間報告によると、公設の高齢者・障がい者施設34施設を民営化、譲渡もしくは貸付、
廃止するとしています。今年度中に基本方針案を作成し、来年度末には基本計画が策定されるとのことです。
老朽化した施設の建て替えは求めてきたことですが、建て替えを口実にすべて民営化もしくは廃止というの
は納得できません。34の公的施設は現在、市直営の２つのわーくす以外は社会福祉法人などが運営していま
す。公共施設の民営化について、民間によるサービス提供となっている公設施設については、質の高いサー
ビスの安定的な提供等を図るため、老朽化対策と合わせて民営化するとしています。なぜ、民営化すると質
の高いサービスを安定的に提供できるのでしょうか、伺います。
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　障がい者グループホーム「陽光ホーム」は、入所施設「陽光園」を廃止したときに、地域のグループホー
ムでは生活が難しいが、地域生活をしたいという入所者の思いをかなえるため、入所施設のすぐそばで連携
しながら生活を支えるという役割をもって設立されたものです。第４次ノーマライゼーションプランではグ
ループホームは2017年度までの３年間で270床を整備するという計画ですが、今後いっそう整備が求められ
ることは明らかです。廃止すべきではありません。伺います。
特別養護老人ホームの大幅増設について
　特別養護老人ホームの申請者（待機者）数は今年10月現在で4,482人と依然深刻です。入居申込書に記載
欄の「入居を希望する理由」は「介護者はいるが、要支援・要介護状態、高齢、病気療養中、障害を有する
状況にあり、十分な介護ができない」が1,561人申請者の33％と最も多く、次いで、「介護者がいない」が1,
271人（27％）、「介護者はいるが、就労中、複数介護、育児中等により十分な介護ができない」が1,089人（23％）、
また、在宅で入居を待っている方の割合は53.3％と最も多く、一刻も放置できない状況です。こうした実態
についての見解を伺います。
　整備計画については、来年度までの６期計画数604床に対して整備見込数は424床と180床マイナスで、マ
イナス分は2020年度までの次期７期整備に繰延べするとのことですが、現状の待機状況を見れば６期計画を
大幅に上回る増床が必要なことは明らかです。現在、７期整備計画策定に向けた実態調査が行なわれ、今後
計画策定されますが、実態を踏まえ７期整備計画では大幅な増設を進めるべきです、伺います。
中小企業支援策について
市内中小企業への官公需発注について
　「中小企業活性化条例」によって市内中小企業の受注機会を広げるようにすることが市の責務として位置
づけられていますが、官公需発注の中で特に、物品契約では、2015年度は25.3％となっています。しかもこ
の３年間は、わずかに下がり続けています。政令市比較でも、官公需の市内中小企業発注比率が低くなって
います。それを押し下げる要因となっている「物品」において市内中小企業への発注比率を上げる取り組み
をすべきです。伺います。例えば、物品契約の内容を見ると、「車両の点検」「印刷機器の備品」「制服」など、
地元中小企業でも受注可能な物品が、大企業への発注となっています。分離分割発注など工夫して市内中小
企業の発注比率を上げるべきです。伺います。
　市内中小企業の優れたモノづくり技術を市民生活の中に生かすことについてです。
　第２期川崎市ウェルフェアイノベーション推進計画案に関連して伺います。２期計画において、３つの基
本方針と15の行動計画取り組みが示されていますが、例えば、「かわさき基準（KIS）認証による良質な製品
の普及促進」について、高齢者や障がい者がこうした製品を活用するためには、介護保険制度や障がい者福
祉制度の日常生活用具などの対象となることが欠かせません。
　現在、介護保険の対象に37製品、日常生活用具の対象に７製品認定されていますが、今後も対象を拡大し
ていくべきと思います。日常生活用具は、対象品目に当てはまれば対象になるということですが、例えば、
COGY（こぎー）という足こぎ型車いすや超低床フロアーベッド、アザラシ型ロボット・パロなど、介護
保険制度では対象になっていますが、日常生活用具として認められていません。せっかく認証するわけです
から、かわさき基準認証製品を介護・福祉制度へ活用できる製品として開発することができるように、関係
局と連携して取り組むべきと思いますが伺います。
　関連して、国が認めた日常生活用具の範囲には当てはまらないけれども、障がい者の日常生活の向上のた
めに必要な例えば、視覚障がい者向けの振動で合図を送る製品なども開発されています。そうした製品を採
用するために、川崎市の上乗せ事業として行うことは可能です。検討すべきと思いますが、伺います。
正規雇用の拡大策について
正規雇用の拡大と中小企業支援について
　先の議会では、１万5000人の正規雇用拡大を掲げている東京都を例に挙げ川崎市でも実施すべきと提案し
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ました。この間、東京都は正規雇用等転換促進支援事業の対象規模を４倍に、予算規模も５倍に拡大してい
ます。一方、本市の雇用政策は、基本的に「キャリアサポートかわさき」をはじめとする就業マッチングに
終始しています。
　鳥取県では2015年度から４年間で正規雇用１万人を創出しようと「正規雇用１万人チャレンジ計画」を実
施。そのために県内の高校、大学と協力して県内就職状況や、正規・非正規雇用の実態調査など正規雇用問
題を正面に据えた綿密な調査を行ないました。その調査結果をもとに、県知事をトップとし、各種団体の代
表者で構成する推進委員会を設立、関係部局長で構成する庁内会議を立ち上げるなど県の総力を挙げて正規
雇用拡大に取り組んでいます。正規雇用拡大のためには中小企業への助成が必要と判断し、１人当たり50万
円を助成する「正規雇用創出奨励金」、１人当たり100万円を支給する「経営革新正規雇用創出奨励金」を創
設し、正規雇用を増やした企業に対して奨励金を助成しています。
　川崎市の調査でも、正規雇用の拡大が進まない理由として、「中小企業の資金不足」が挙げられており、
中小企業が正規雇用の拡大に取り組めるように奨励金を助成すべきです。伺います。
資格の取得策による若者の正規雇用拡大策について
　2011年度から教員と専門スタッフなどによる寄り添い型の就職支援を系統的に行なってきた県立田奈高校
は、約３倍の就職実績をあげています。資格取得を目指す介護・保育プログラムは、夏休みにインターンシッ
プを介護施設や保育園で実施し、施設でアルバイト経験を積んで、進学によらないで資格取得条件を確保し
ていくものです。保育プログラムは、横浜市の斡旋で認可保育園のアルバイトを行ない、資格条件を満たし
つつ、生活の保障も行う制度です。2011年度から2015年度までに計17名が参加し、13名を雇用につなげてい
ます。2016年度は横浜市の認可保育園での雇用は７名です。介護プログラムでは、正規採用を目標に、横浜
市・２か所の特養ホーム・医療専門学校の支援により、同様の取り組みをしています。川崎市でも市立高校
定時制高校で資格を取得して正規雇用に結びつける制度を創設すべきと思いますが、伺います。
奨学金の返済を助成することによる正規雇用拡大策について
　大学生が借り入れる奨学金は平均で約300万円になるといわれ、卒業後17年間も返済を続けなければなら
ない重い負担となっています。総務省調査では、若者の２人に１人が非正規労働者で、大学などを卒業した
30～50代の約３人に１人が年収300万円以下です。日本学生支援機構によると、返還が滞った利用者の８割
は年収300万円未満です。こうしたなか、独自の給付型奨学金を創設する地方自治体が広がっています。
　鳥取県や山口県、鹿児島県などでは、地方自治体と地元産業界が協力し、地元企業に就業した方の奨学金
返還を支援するための基金づくりがすすめられています。
　鳥取県は『未来人材育成奨学金助成事業』で、県内就職を希望する高専生、短大生、大学生、大学院生、
35歳未満の卒業生を対象に助成の限度額216万円。県内対象業種への就職、継続雇用を確認の上、支給決定
額を８年にわけて対象者へ支給し、2016年度は２億円の基金を設置。2015年度から支援対象者を30人増やし
て180人とし、2018年度４年間で正規雇用690名の人材確保をめざします。応募した学生から「県内に就職を
決めたことで奨学金の返還負担が軽くなりありがたい」と喜ばれています。
　本市においても「奨学金を返せる目途がない」と、例えば、福祉の仕事を希望しているのに、別の職につ
かざるをえないといった若者も少なくありません。
人材確保を求めている市内の中小企業や介護や保育、福祉現場などが多数あるなかで、雇用の安定・定着の
推進をはかるためにも、地元産業界などと協力し、奨学金の利子や返還を助成する奨学金返還制度の創設が
必要と考えます。市長に伺います。
市内企業におけるリストラ問題について
　川崎市内にも事業所があるノキアソリューション＆ネットワークス株式会社は８月18日、突然、「希望退
職募集」を社内発表しました。リストラ規模は全世界で数万人、日本では150人が対象といわれ、川崎市内
では、生産開発部門がある川崎駅西口にある事業所が閉鎖され、約100人がリストラの対象になったと言わ
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れています。ノキアのリストラは「大量離職者が発生した、または発生する可能性のある」ケースだと考え
るのか、労働局から何らかの連絡や連携する措置が取られたのか、リストラの対象者に対する説明会は行わ
れたのか、伺います。
　神奈川県内でも、外国資本のリストラがあり、地方自治体が動いて必要な対策を講じています。今年１月
に、ウエスタン・デジタル・コーポレーションの小田原工場「HGSTジャパン」が閉鎖を発表し、約500数
十名が「整理解雇」されました。これに対して小田原市と神奈川労働局は、「小田原市雇用対策協定」を締
結し、市、ハローワーク小田原、小田原箱根商工会議所で構成する「雇用変動対策委員会」を設置。これに
より再就職希望者の　約７割が既に再就職先が決定していると聞いています。
　雇用対策法は、地方自治体に対して第５条で「地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に
応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない」と定めています。当該地域の雇用に
関して、雇用の安定とそのための必要な施策を取ることは、自治体の基本的任務です。ノキアのリストラに
対して、川崎市は必要な施策を講じたのか、伺います。
武蔵小杉駅の改善について
　武蔵小杉駅は横須賀線小杉新駅開設当時の2010年度は10万人と予定していたが、直近の2015年度は12万人
の利用客で驚いている、と先日伺ったJR東日本横浜支社は話していましたが、武蔵小杉駅周辺には今後さ
らに６棟の超高層マンションの建設が予定されています。これらが完成したときの武蔵小杉駅の利用客はど
のくらい増えると推計されるのか、伺います。
　横須賀線ホームはいわゆる島型ホームで、通勤時は利用客があふれかえっています。乗客の安全をどう確
保するのか、ホームドアの設置は喫緊の課題です。横須賀線ホームは横須賀線、湘南新宿ライン、成田エク
スプレスそれぞれドアの位置が異なるため、普通のホームドアの設置が難しいことは承知しています。ただ、
技術も進歩して、様々なホームドアが研究されています。そのことを踏まえた設置について、伺います。
　同時にこのままいくと確実に乗降客は増えます。横須賀線ホームはどうしてももう１本ホームを増やすこ
とが必要ではないでしょうか。見解を伺います。
　混雑緩和と付近住民のみなさんの利便性向上のためにも連絡通路付近にもう一つの改札口の開設がどうし
ても必要です。当初から近隣の住民のみなさんから強い要望がでていました。いままでは、難しいの一点張
りでしたが、先日のJR東日本横浜支社との話合いのなかで、JR側は「もう一つの改札口も検討している」
と話しています。まちづくり局長の見解を伺います。
　南武線武蔵小杉駅も通勤時の混雑は半端なものではありません。ホームドアの設置は何度となく要望して
まいりましたが、JR側はラインで整備していく、ただし緊急度の高い山手線、東海道線、京浜東北線が先
のような話でしたが、武蔵小杉駅については特段対応が必要との発言はありました。しかしこれでは実現は
いつになるのか、武蔵小杉駅のあの飽和状態のなかで、特別な決断が必要と思います。設置の見通しについ
て伺います。　特に混雑のひどい下り線ホームについて、ホームの拡幅もJRでは、検討していますという
ことでした。川崎市の見解を伺います。
議案第181号川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条
例の制定について、議案第182号川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
　小杉１、２丁目地区の再開発事業におけるC地区についての「低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガ
イドライン」評価結果に関連して伺います。
　まず、「環境配慮」については、評価対象は、「建物全体で10パーセント以上の一次エネルギー消費量の削
減」や「CASBEE川崎のAランクの取得」等の取り組みを評価対象として、「計画全体として優れた環境配
慮が行なわれている計画」であることからB評価としていますが、その具体的な根拠について伺います。
　次に「都市機能」については、「地域包括ケアシステムの中核を成す高齢者福祉機能の導入」や「医療・
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福祉従事者の連携や高齢者ケア等に関する情報拠点の整備」、豊かな地域環境の形成として「子育て支援機
能の導入」などを評価対象とし、「地域のにぎわいにも寄与する計画でもあり、本市の福祉・医療サービス
等の向上に多大な効果がある」と認められるためA評価となったとのことです。
　しかし、都市計画審議会での論議では、高齢者、障がい者、子どもを含めた地域包括ケアという点では、
障がい者福祉機能については全く考慮されていないということです。これでどうして地域包括ケアのモデル
的事業と言えるのか伺います。しかも、豊かな地域環境の形成として「子育て支援機能の導入」といいます
が、100人定員の保育園を計画しながら、園庭を持たず、提供公園を園庭代わりにする計画です。これでど
うしてA評価に値するのか、伺います。
　誘導ガイドラインの評価基準については、プロジェクト単体の評価基準として定められているため、その
単独評価基準を満たせば、承認されるという誘導ガイドラインの問題が明確に表れていますが、市民誰もが
認めるような客観的な評価にならないのはなぜか、伺います。
一方で、例えば、ビル風等の風害による環境悪化や複合日影被害、武蔵小杉駅の利用者急増による混雑悪化
などは全く加味されない内容になっています。その大規模開発自体の影響が著しいにも関わらず、こうした
集合・複合効果の評価が全く欠落していることに対して、C地区の計画では明らかになりましたが、なぜ、
加味しないのか伺います。
　結果、C地区については、「計画全体として高い水準での優良性が認められる計画であることから、A評価」
となりました。その結果、600％までの容積率を可能とするものになっています。以上のことから、「誘導ガ
イドライン」が都市計画のブラックボックス化を強化するものであり、行政の裁量性、恣意性の拡大、住民
参加の縮小につながっているのではないでしょうか。改めて、誘導ガイドラインの評価過程の透明化、評価
基準の明確化を図るべきと考えますが、見解を伺います。
防災対策について
　私たちは10月24日から熊本市・益城町・南阿蘇村などで震災被害とその対応を視察してきました。観測史
上はじめて震度７がたて続けに２回、震度６弱以上の地震が７回発生という、かつてない震災のもとで、熊
本市における地震災害の避難者は当初の５万８千人という想定を大きく上回り、正規の避難所への避難者だ
けで11万人にのぼりました。避難所以外の公民館などの市の施設や、車中泊や庭先、公園や広場などにテン
トを張って避難生活を送るなど、さらに多くの方が避難生活を送る状況となりました。
　川崎市の地震被害想定では、避難者数を36万人と想定していますが、避難所となる小中学校の体育館の面
積は約15万５千㎡、「3.3㎡に２人」という国の最低の水準を当てはめて収容可能人数を試算したとしても約
９万人、想定する避難者の４分の１の収容人数しか見込めません。川崎市が想定している避難者数に見合う
避難場所の確保を急ぐべきですが、学校体育館の増設には限界があります。各区のスポーツセンターなど市
の公共施設を避難所に指定することをはじめ、企業の体育館など民間施設と協定を結んだり、私立学校の体
育館や災害救助活動拠点の県立高校の施設の一部を地域の活動避難所とするなど、あらゆる知恵と方策を尽
くすこと、公園などでの避難ができるようにテントを確保することなど、被害想定人数に見合う避難場所を
確保する具体的対策をすすめるべきですが、伺います。
　熊本市と比べても人口密度の高い本市で、直下型の地震などが起こった場合に、想定を上回る避難者が出
ないとは言い切れません。避難所の確保とともに、そもそも避難者数を減らす対策を正面から講じることが
欠かせません。そのための最大の取り組みが、大地震でも倒壊しないよう、住宅の耐震化をすすめる以外に
はありません。
　熊本地震では、新耐震基準の建物であっても、地盤崩壊によるものを除き、ピロティー形式など重心と剛
心の偏りの大きい建物で、被害が表れているものが多く見受けられました。2000年以降は、設計基準に重心
と剛心の偏りの割合を表す「偏心率」に関する規定が設けられました。こうした点から、2000年以前の建物
については、少なくとも耐震診断に対する助成を行うべきと思いますが、見解を伺います。
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　東京都中央区では、旧耐震基準の分譲マンションが耐震補強設計を行う際に、限度額200万円で費用の３分
の２の助成をしています。耐震補強工事については、限度額3000万円で工事費用の２分の１を助成しています。
　また中央区は、築20年以上の分譲マンションの管理組合が共用部分の修繕や防災対策を行う際の助成も
行っています。受水層や高架水槽の耐震化、防災備蓄倉庫・防火水槽の設置のほか、大きな地震の際にエレ
ベーターが安全に停止して出入口を開かせるための管制運転装置の設置、建築設備耐震設計・施工指針に適
合するエレベーターへの改修についても、設計費用で100万円、工事費用で1000万円を上限として助成を行っ
ています。本市も分譲マンションの耐震補強工事への助成、マンション共用部分の防災工事への助成を拡充
すべきと考えますが伺います。
国際コンテナ戦略港湾政策について
　今年３月、川崎市は横浜市とともに「国際コンテナ戦略港湾政策を一歩前進させるため、まず、横浜港と
川崎港が先行して統合会社を設立する」と、横浜川崎国際港湾株式会社を設立しました。「京浜港における
役割分担を踏まえ、アジアとの直行航路の誘致を図るとともに、横浜港と連携して京浜港における北米・欧
州とを結ぶ国際基幹航路の競争力強化にも貢献する」とし、これには東京港は参加しませんでした。
　世界のコンテナ船事業の現状はどうなっているでしょうか。日本郵船、商船三井、川崎汽船の邦船３社が
定期コンテナ船事業を統合すると発表しました。「定期船は世界的な供給過剰で市況低迷が長期化」しており、
業界紙では「コンテナ船事業を取り巻く環境は、まさに異常と思えるほど厳しいものだった。大型船竣工に
よる供給過多に加え、荷動き低迷によるコンテナ運賃の歴史的低水準」で、世界の主要コンテナ船社は１年
前に18社存在したが、船社数で言えば12社になるとしています。
　こうしたなか、横浜港の南本牧埠頭をファーストポートとしていた、デンマークのコンテナ海運世界最大
手のマースク社が欧州日本航路から今年の夏に撤退したことが大きな衝撃を与えています。この撤退が横浜
港での定期船のコンテナ取扱量の増減、及び同港を含めて連携する横浜川崎国際港湾株式会社の経営にどう
影響するのか、同社の非常勤取締役である港湾局長に伺います。
羽田連絡道路計画について
川崎市環境影響評価審議会での議論を踏まえて伺います。
　アセス審査書の中で、専門家からの指摘がされていますが、その中でまず、工事中に川底をしゅんせつし
て工事を行った後、元通りにできるのかという点についてです。
　きっ水域の深さの変化に伴う塩分濃度が変わることによる影響や、濁りによる影響など現実的にしゅんせ
つ箇所を回復させることについては、不確実性が高く、高い技術レベルが要求されると指摘される中で、現
実的に影響を与えないで回復できるのか見解を伺います。
　また、審査書の指摘の中で、鳥類については、生態系の上位に位置する「上位性の種」と、広く分布し多
様性をしめす「典型性の種」の生息しやすい環境は異なり、両立しない可能性があることから、「上位性」
と「典型性」のどちらがより優先されるのかを事業者として見解を持った上で適切な環境保全のための措置
を講ずるということです。どちらも優先すべきであり、どちらかを優先し、どちらかを犠牲にするという考
えは間違っていると考えますが、見解を伺います。
　財政のあり方の中での「収支見通し」として、総事業費300億円という金額自体もあくまでも概算であり、
具体的にどれだけかかるのか、いまだに明確な数字が示されません。工期短縮、新たな工法を採用することや、
オリンピックと工期が重なることによる工事費の高騰など、整備費用の高騰が予想されますが、伺います。
ライフイノベーションの投資効果について
　川崎市では、2011年９月に国際戦略総合特区申請の際、５年後2016年の経済波及効果約3000億円、20年後14
兆円、雇用効果23万人と数値目標を上げ、効果を見込んでいます。同様の臨海部プロジェクトとして神戸市で
は医療産業都市関連事業に、国・県合わせ2014年までに3400億円もの予算を投じ、基盤整備を行なってきまし
た。また、オフィス賃料補助や減税で30億円も支援してきました。補助期間中は、500社以上の企業進出があ
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りましたが、補助期間を過ぎて撤退が相次ぎ、現在は327社（2016年10月現在）企業誘致にとどまっています。
　医療産業やベンチャー企業の誘致に莫大な予算を投じ、その「おこぼれ」で地域経済や雇用の活性化を期
待するという手法を続けてきましたが、雇用対策にも地域経済の活性化にもつながっていないのが実態です。
　しかも、中核施設である先端医療センター病院は、中央市民病院に統合され、神戸市肝いりの神戸国際フ
ロンティアメディカルセンターは、生体肝移植の死亡事例が相次ぎ今年３月に破産手続きに入っています。
これまで神戸市が震災復興よりも優先して鳴り物入りで進めてきた事業がこのような結末を迎えています。
このようにライフイノベーション事業による地域経済の活性化や、雇用の創出の効果は、見込めないだけで
なく、自治体が出資して進めることに再度見直すべき教訓を神戸医療産業都市構想の現実が如実に表してい
ますが、見解を伺います。以上で質問を終わります。

【質問の前の意見】
小学校給食の無償化について
　日本国憲法第26条の義務教育の無償の意味について、答弁では「授業料不徴収の意味」とした最高裁判決
を持ち出しました。しかし、同時期に義務教育諸学校の教科書を無償にする法律ができ、教科書が無料化さ
れています。この趣旨について文部科学省は、憲法第26条に掲げる義務教育無償化の理想に向かって具体的
に一歩を進めたものと説明しています。つまり、授業料の無償は最低限のものに過ぎず、義務教育無償化の
拡充はむしろ憲法の趣旨に沿うものだということです。
　だからこそ、小学校給食の無料化・補助が全国に広がり、すでに199自治体で行われているのです。先日
視察した長浜市は、補助率10分の10の助成事業として実施。福島県では、県教育長が「無料化は学校給食法
上問題ない」とし、その実施は「学校設置者の判断による」と述べています。本市も教育の一環として実質
的に、給食費無償化に踏み出すべきことを強く要望しておきます。
【再質問】
TPP問題について
　市長の答弁では、TPPについて「国の成長戦略と緊密に連携を図りながら、市内産業の成長促進と活性化
を図る」ということでした。
　しかし、TPP協定は、自治体の公共事業への海外企業の参入を促進するものであり、地元中小企業は、海
外企業との価格競争にさらされるなど、地元中小企業にとっては、「成長、活性化」どころか、競争の激化
により、廃業・倒産に追い込まれかねません。市内中小企業優先を掲げた市の中小企業活性化条例にも逆行
するだけでなく、条例そのものがTPP条項違反で訴えられる恐れがあるなど、自治体の条例自体が海外の多
国籍企業の利益のために変えられる恐れがあるのです。「市内産業の成長促進と活性化」どころか、市内中
小企業を廃業・倒産に追い込む恐れがあるという認識がないのか、市長の見解を伺います。
市内リストラ問題について
　ノキアのリストラについては、「神奈川労働局からは連絡もなく、離職予定者に対する説明会も開催され
ていない」とのことでした。
　ハローワーク川崎に確認をしたところ「再就職援助計画の届け出が出され、認定されたため、その該当者
がいるハローワーク川崎にも連絡がきた」ということでした。つまり、市内にノキアのリストラ対象者がい
るということです。しかも「再就職援助計画が出ているということは大量雇用変動届が出ているとみなす」
ということでした。ノキアのリストラは国内で150人、そのうち約100人が市内事業所の労働者です。
　「労働局から連絡がない」といっても、市内で100人規模のリストラが行われているわけですから、事業所
のある川崎市として労働局と連絡を取り合い、必要な対策を講じるべきです。市長に見解を伺います。
正規雇用拡大策について
　正規雇用の拡大策については、「キャリアサポートかわさき」などの就業マッチングで十分という、従来
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の答弁を繰り返すのみでした。
　鳥取県商工労働部の担当者は「非正規雇用がいくらうまれても定着しないことが多かった。やはり正規雇
用でないといけない」と、正規雇用を拡大する対策に取り組んだ結果、「正規雇用で定着率は高まった」と、
話していました。正規雇用が重要であるとの認識をもっているのであれば、市内産業別の雇用実態調査を実
施するのは当然と考えます。伺います。
　市内の建設業の方からは、「月給20万円が限度で、これだと若い人は来ない」という声が出されています。
市内企業の９割以上は中小企業であり、また、正規雇用が進まない理由が「資金不足」にあることは明らか
なのですから、中小企業に奨励金を助成し正規雇用につなげるべきです。再度伺います。
　奨学金を返済する助成については、「大学生など若者の就職進路の選択には、給料などの経済的インセン
ティブだけでない」と突き放すような答弁でしたが、奨学金を抱えている、若者にとって一番大事なことは、
経済的な安定にあることは明らかです。若者の生活基盤の安定のためにも、中小企業の人材確保のためにも、
奨学金を返済する助成支援に踏み出すべきです。伺います。
ライフイノベーション事業について
　先ほど指摘した神戸市では、2016年度までに神戸市の投資628億円を含め医療産業都市・スパコン整備な
どに総額3945億円を投資しています。
　また、企業を呼び込むために、３年間の家賃補助制度まで作りました。しかし、３年間の補助期間が終了
すると退去して定着しないため、500社が採算ラインであるといわれる中、結局、517社が新規進出したもの
の、194社が退去して現在327社になっています。さらに、土地を買った企業には固定資産税や事業税を最大
10年間９割減免する措置が始まっています。こうした至れりつくせりの優遇措置をとっても、税収効果は20
15年度実績で56億円に過ぎず、先端医療振興財団に対する市の出捐金は約270億円にのぼっていますが、こ
こへの毎年の補助金や赤字補てんの約40億円を差し引くと投資効果との乖離が著しい実態がみえます。2010
年実績で4300人の雇用が創出されたとしていますが、非正規雇用が多いうえ、市内従事者は約半分の2330人
で市内から移転してきた市立病院などの職員1000人を除くとごくわずかです。市内の中小業者はほとんど恩
恵を受けていないといわれ、市内に及ぼす経済効果についても曖昧な試算にとどまっています。
　結局、この事業は産業として根付いていないということが分かります。神戸市の教訓は、医療を産業や地
域経済を結びつけることは難しいということです。
　キングスカイフロントにおいて、研究施設の建設投資や設備投資によるもの以外に、市内経済への波及効
果がどれだけあるのでしょうか、伺います。市内中堅・中小企業による高付加価値製品の実用化につながる
取り組みが重要としていますが、実際、どれだけの実績があるのでしょうか、伺います。
低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドラインについて
　環境配慮については、結局、一次エネルギー消費量を10％削減するということは、同程度の建物を従来の
建物、冷暖房・照明設備等で建設した場合との比較での床面積に応じて換算した割合ということですが、そ
の地域における二酸化炭素排出量との比較では、低炭素どころか、大幅な高炭素計画になります。しかも、
日照妨害、熱放射の増大による冷・暖房エネルギーの増加をもたらす高炭素化計画になっています。こうし
た影響についても評価されず、一次エネルギー消費量の削減を評価にしているなら、低炭素都市づくりとい
うのは、まったくのまやかしではないでしょうか。
　また、公開空地の評価についても1200㎡の広場に対して、都市機能では「多世代が集い交流を促す賑わい
拠点の形成」都市防災では、「継続的な避難が可能となる一時避難スペースとなる広場の整備」都市空間と
しては「コミュニティーの核としての広場の活用」と多重に評価をしています。さらに、「定期的な防災訓練」
や「地元のお祭りやイベント」など、住民による貢献を企業貢献とする評価しています。
　これらはいずれも行政の裁量性、恣意性の拡大を表しているといわざるを得ません。
　その上、最大の問題である評価の席に住民が参加できないことについてです。新たな計画によって多大な
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影響を与えられる住民が、新たな規制緩和を評価される誘導ガイドラインの評価に対して、地元住民を抜き
に評価するというのは、まったく理解できません。見解を伺います。
就学援助の入学準備金支給について
　今年５月、田村智子参議院議員の国会質疑に中で文科省は「児童・生徒が必要とする時期に支給されるよ
う、市町村に働きかける」ことを約束していました。
　また、文科省は2017年度予算の概算要求で入学準備金を「ほぼ倍に引き上げる方向」で要求しています。
　群馬県太田市では、入学準備金の支給時期を７月から３月に前倒しし、支給額倍増を来年度入学する子ど
もから実施しようとしています。東京都内では足立区、新宿区、江戸川区、豊島区、多摩市、東大和市など
10自治体で入学前支給の検討が約束されていると聞きます。東京都八王子市では2017年度から、2017年度入
学の子どもの場合、2016年度判定基準が用いられて３月１日に支給されます。このように入学準備金の入学
前支給・増額は実現する自治体、検討を約束した自治体が近隣でも増え続けています。
　川崎市も支給金額の拡充については関係局と協議していることが初回答弁されました。この点については、
来年度予算化されることを強く要望しておきます。準備金の入学前支給について判定基準も他都市ではすで
にこのような基準で実施しているわけです。難しいとしないで、もっと前向きに検討し実施に踏み出すべき
と思いますが、伺います。
中学校給食について
　栄養士の配置については、小学校や特別支援学級も含め、学校給食全体で、検討を行っているとのことで
すが、小学校に配置されている栄養士の中には、すでに２校を受け持ち巡回しているところもあり、目いっ
ぱいの状況であり、一校に一人の栄養士配置が求められています。
　栄養士には、食に関する指導のため、他の教職員や家庭・地域との連絡調整、児童生徒への個別的な相談
指導のほか、教科、特別活動、給食の時間などにおいて、専門性を活かした指導を行うなど多くの役割があ
り、アレルギー対応も求められます。犬蔵中学校、中野島中学校での自校調理方式では、それぞれ栄養士の
配置がされ、現場で直接子どもたちに触れることができ、生きた食育を行うことができます。同じ事業とし
て行う中学校給食ですから、センター給食で実施される中学校についても違いがあってはいけません。市単
独でも栄養士を配置し、生きた食育、アレルギー対応をすべきです。伺います。
高校奨学金について
　成績の申請基準を「3.5以上」としたのは中学校３年生の成績の平均値3.38をふまえたものだ、との答弁
でした。つまり、平均より高い申請基準を設定したわけです。
　経済的に厳しい家庭の生徒が成績面でも厳しい状況にある、すなわち、家庭の経済力と学力が相関関係に
あるということは、各種の政府統計調査でも明らかです。それなのに平均値を超える成績の基準を設けたと
いうことは、経済的に厳しい家庭の生徒の多くをはじめから除外することになりかねません。
　この制度は経済的理由のため就学困難な生徒を支援するためのものなのに、これではその趣旨に相反する
ものとなっています。高校奨学金をもうけた趣旨に照らすなら成績要件は撤廃するべきです。伺います。せ
めて京都市のように、「学習状態が良好であること」という程度の規定に改めるべきです。伺います。
【意見】
TPP問題について
　市長は答弁で「国内への影響の懸念する意見もある」ことを認めながら、「新たな成長のチャンス」と
TPPに賛同する態度を表明しました。
　TPP協定は、国内産業にとって「新たな成長」につながるどころか百害あって一利もなく、市内中小企業
にとっては存亡の危機を招くものです。せっかく策定したばかりの中小企業活性化条例をも危うくする事態
も起こりうるのに、「中小企業の成長促進と活性化に努めていく」などと傍観している場合ではありません。
市長のTPP　容認は市内中小企業を守り、条例を推進する立場の市長として、これに逆行する態度だという
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ことを強く指摘しておきます。
【再々質】
低炭素都市づくり・都市の成長への誘導ガイドラインについて
　評価委員会の審議内容を確認して驚きました。ランク付けは最終的に評価委員会が行うのかと思っていた
ら、すでに行政がランク付けした評価案が示され、それを前提に論議しているのです。
　審査の内容といえば、例えば、「高層集合住宅の耐震対策の基準を満たしていることがA評価にあたるよう
に見える。周辺地域に対する防災対策を含めて基準以上の取り組みがあるといった表現にすべきではないか」
と、ランク付けにふさわしい言い回しになるような助言や誘導するような発言がなされていました。おおよ
そ客観的で適正な評価というには程遠い審議の内容でした。さらに驚いたのは、Cランクだったものを、一つ
でも評価できるものがあればB評価に、という程度の判断で、CランクがBランクに上がってしまいました。
　行政の提案を補完し、お墨付きを与えるだけの評価委員会でどうして客観的で適正な評価と言えるので
しょうか。当該計画によって一番影響を受ける住民が短時間でこの程度の評価によって住環境が変えられて
しまう。そんなことは絶対に許されません。
　だからこそ、容積率緩和のための評価に際して、少なくとも住民が参加して意見を述べるのは当然ではな
いでしょうか。どうして、住民が参加すると「客観的に適正に評価できない」といえるのか、改めて伺います。
【最後のまとめの意見】
　今回の質疑では、小中学校の就学援助、高校奨学金の拡充、給付型の大学奨学金の創設、市費移管後のチャ
ンスを生かした少人数学級の拡充、中学校給食の実施に向けては食育をしっかり行なう栄養士の配置、さらに
「義務教育の無償化」拡充へ全国に広がりつつある小学校給食費の補助・無料化など、子どもたちの豊かな成
長のために、教育条件の改善・充実が求められる問題について、実際に取り組んでいる自治体の事例も紹介し
て、提案をさせていただきました。全国トップの本市の豊かな財政力を生かせば、実現は可能だと思います。
　そして、市民の税金はこうした子どもや市民のために使うためにも、雇用創出や地域経済への効果もまっ
たく不明なライフイノベーション事業への投資や、市民生活に必要のない橋を架けて貴重な干潟を壊してし
まう羽田連絡道路の建設、さらに世界のコンテナ船事業の危機的状況からも先行きがない国際コンテナ戦略
港湾政策など、臨海部で進められている不要不急の大規模事業については中止・見直しをすることを強く求
めて、あとは委員会に譲ります。

2016年第４回川崎市議会定例会代表討論（12月15日）

議案第167号川崎市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定について
　本条例案は、いわゆるマイナンバー制度の運用で「自治体が行う独自利用事務の特定個人情報の提供に係
る規定が追加された」ことによるものですが、日本年金機構の情報漏えいの事件もあり、導入後もマイナン
バーを利用した詐欺事件が起こるなど、国民、地方自治体、中小企業など幅広い層から、不安や疑問の声が
出ています。
　わが党は、マイナンバー制度の導入に反対し、マイナンバーの適用範囲の拡大の危険性を指摘してきまし
た。今回の条例案は、まさに自治体が行う独自利用事務の追加に関するものです。総務委員会でも市の独自
事務は、市営住宅、小児医療費助成、重度障害者医療費助成など５分野119事務にも及ぶこと、利用範囲を
コンビニでの利用にも拡大することが明らかになりました。さらに個人番号カードの空き領域を使った利用
範囲の拡大が予想されます。マイナンバー制度が従来の住基ネットと違うのは、情報の量や適用範囲が格段
に広く、膨大であることです。情報範囲が広がれば広がるほど漏洩した際の被害も甚大になり、狙われる危
険性も高まります。マイナンバー制度は、実施を中止しても住民生活にはなんら支障はない制度です。
　昨年の総務委員会の答弁では、「個人番号カードの取得は任意」で、マイナンバーの提示がなかったとし
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ても行政手続き上は問題がなく、「個人番号自体がなくても、本人確認があれば今までどおり行政手続きは
できる」ということでした。これらの点については市民に周知徹底することを要望します。
　以上の問題点があることから、本条例案には賛成できません。
議案第188号二要素認証システムの導入に伴うサーバ機器等の取得について
　本議案は、マイナンバー制度導入に伴い、地方自治体の情報セキュリティ強化の中で、生体認証とID・
パスワード認証を用いたシステムを導入するためのものです。
　総務委員会では、このサーバは、マイナポータルにつなげるために地方自治体が設置する中間サーバで、
情報の分散化を目的とするものということですが、他機関から個人情報をコピー、集約化されて保存してい
るということでした。確かに個人情報は符号化されているものの、ここがサイバー攻撃を受けた時には大量
の情報が一挙に洩れる危険性があります。
　わが党は、マイナンバー制度の問題点として、情報漏えいの危険性を指摘してきました。IT先進国のアメ
リカ、韓国でも毎年、数千万件単位で個人情報が漏えいする事件が相次ぐなど、不正と防止策はイタチごっ
こで、情報漏えいを100％防ぐシステムの構築は不可能です。年金機構の流出事件は、ネットワークを分離
していたにもかかわらず、職員の人為的ミスで情報が漏えいしました。情報漏えいは、システムのセキュリ
ティだけの問題ではなく、人的なミスや犯罪で起こっています。
　一番のセキュリティは、マイナンバーのマイナポータルにつなげないことで、マイナポータルのための中
間サーバは必要ありません。しかも、このサーバの費用5249万円を含め川崎市は、マイナンバーの導入のた
めに約８億円もの負担をしています。以上の問題点があることから、本議案には賛成できません。
議案第169号県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
　主な改正は、勤務時間の割り振りや週休日の振替等を、県費から市費へ年度をまたいで取得する際の手続
きをわざわざやり直さなくても、川崎市の条例の規定で行なったものとみなす規定です。このみなし規定は
必要と考えます。
　教育公務員については、教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、研修
などについて規定した「教育公務員特例法」に基づき、条例等で別途措置されていることから、先の議会で
は、制度設計の方針に、「本市の教職員固有の職務や勤務形態の特殊性を考慮し整備する」ことを表記する
よう求めました。今回、市が示した制度設計に「本市の教職員固有の職務や勤務形態の特殊性などを踏まえ，
県制度の導入や経過措置の設定など、県費移管に伴い学校現場に混乱のないよう調整します」と「教育公務
員特例法」に基づく文言が入りました。
　しかし、具体的なところでは、「平成29年４月１日以降、…教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、
政令指定都市の条例が適用されることになった」と、市の条例に統合することを前提としました。
　現在、教職員は、その職務の特性、例えば半休をとると授業に穴をあけてしまうなどの特殊性を考慮し、
現在も神奈川県条例では他の職員と異なる勤務条件が規定されています。ところが、今回の市条例案では、
こうした手当・規定がなされていません。
　政令市に移管という理由だけで、現在の教職員の給与、勤務条件等の改変、切り下げはすべきではありま
せん。以上から、この条例案には賛成できません。
議案第173号川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、県費負担教職員の政令市移譲に伴い、給料表の切り替えを受けた者が2017年４月１日以後に
退職する場合に、退職時の市の制度による退職手当の額と、同年３月31日に同一の理由で退職したと仮定し
た場合の現行制度での退職手当の額と比較し、高い額を支給する経過措置を設けるものです。
　退職金の算定基準となる給料月額は、市費移管で２％程度減額になります。経過措置となる比較の対象は、
本来の県費職員として受給できる退職手当額との比較ではなく、移管時、すなわち2017年３月31日の退職手
当の額としています。退職手当額の基準となる給料月額が、マイナス改定される以上、数年後の退職手当額
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は県費教職員で退職する時と比べてかなりの減額になります。このような経過措置の複雑な調整をするより
も、一番の「現給保障」は、給料月額を切り下げないことです。よって本議案には賛成できません。
議案第202号川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、県費負担教職員の政令市移管に伴い、県の給料表の２％程度の減額や各種手当て等を改定す
る議案です。教諭等の給料月額は退職手当額や将来にわたる年金等の算定の基準にもなり、その切り下げに
よる影響は大変大きいものです。一部、地域手当等の増額はありますが、住居手当は２万8500円から１万65
00円へ減額、経過措置で２万2500円になりますが、経過措置は１年限りであり、減額は賃貸住宅に住む人に
とっては痛手です。川崎市に定着する優秀な教職員の確保対策としても住居手当も減額すべきではないと考
えるものです。よって本議案には反対です。
議案第176号川崎市国際交流センター条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、これまで無料だった駐車場利用料金の上限額を設定するためのものです。国際交流センター
は鉄道駅からの交通の便が悪いうえに、施設の性質上全市から利用者が集まる施設です。一定時間は駐車料
を無料とする措置が取られ、これまでと同様に障がい者が施設を利用する際には無料とされますが、有料化
は市民の負担増となることからこの議案には賛成できません。
議案第177号川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する条例の制定について
　国の制度改正に伴う条例改正ですが、そもそも、この制度改正の第一の問題点は、「農地の番人」と位置
付けられてきた農業委員会制度を骨抜きにする問題です。
　農地の管理についてはこれまで、農業委員会に許認可権が与えられ、農業委員会のもとに、地域の農業者
による自治的な仕組みにより農地が守られてきました。ところが、法改悪により農業委員会制度の根幹であ
る公選制を廃止し、市町村長の任命制とされるものです。農業委員会の目的規定から「農民の地位の向上に
寄与する」を削除し、業務から「農業、農民に関する意見の公表、建議」を削除しました。このことは、農
業委員会の農民の代表機関としての権限を奪い、農地の最適化、流動化のみを行う行政の下請け機関に変質
させるものです。
　第二の問題点は、今回の制度変更による規制緩和で、企業の参入が大幅に拡大し、日本の家族農業が壊さ
れ、これまで守り続けた農地制度の根幹が壊されることです。　農業委員会を構成する「認定農業者」には、
株式会社でもなれることから、「農家」だけでなく、大手企業が農業委員会へ参入することも充分可能となっ
ています。しかも、認定農業者が、農業委員の過半数を超えなければならないとしています。
　「農家の代表」、「農地の番人」と言われてきた農業委員会が、企業の参入へと、役割が大きく変わること
も考えられます。
　新しく設けられた「農地利用最適化推進委員会」とは、「農地の集積、集約化」が必須の役割と位置付け
られています。そして、農地の「最適化」の名のもとに、農地は、「農地中間管理機構」、神奈川県では、公
益社団法人神奈川県農業公社に集められ、公社を通じて、代々守り続けてきた農地が、「地域を知らない」
企業等に預けることになります。借手企業等にとっては、優良農地が初期投資も安く借り受けられ、大きな
利益を上げられます。一方、川崎市内でも、黒川上、東、早野、岡上の農業振興地域の農家は、休耕地のま
まにしておくと、現在の固定資産税の1.8倍に課税される可能性があることも明らかになりました。課税強
化を避けるには、いやがうえにも貸し出すように強いられることになります。家族経営を基本にした多様な
農家や生産組織などが、展望をもって生産できる環境をつくるべきで、そのために役立つ農業委員会にすべ
きです。以上の理由から同議案には賛成できません。
議案第181号川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条
例の制定について、および議案第182号川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の
一部を改正する条例の制定について
　いずれの議案も、小杉１・２丁目地区の日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開発計画に係わる地区計画の
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変更を行なうものです。もともと、第１種住居地域で容積率200％、高さ制限20ｍの建物しか建てられない
地域でした。それを商業地域にすることを前提に容積率が400％となり、「低炭素都市づくり・都市の成長へ
の誘導ガイドライン」でさらに600％まで引き上げられ、その結果、地域に深刻な影響を与える180ｍの超高
層ビルが建てられるようになりました。
　質疑では「ガイドライン」の容積緩和を認める評価基準について、具体的な根拠を質しましたが、「建築
物全体の省エネルギー性能が高水準の計画」というだけで，削減効果を数値で示せなかったどころか、委員
会の質疑では、容積緩和することによる影響が検討されていないことも明らかになり、この「ガイドライン」
が規制緩和のための口実に過ぎないことがはっきりしました。「ガイドライン」は、マイナス面での評価項
目がないこと、総合評価のもとで曖昧な評価となること、その評価が開発事業毎になされ複合的な視点がな
いこと、地域活動など住民の地域貢献まで、企業貢献として評価されていること、そして何よりも評価の席
に住民が参加していないことなど多くの問題があります。議案第181号、議案第182号は、「ガイドライン」
により規制緩和された小杉１・２丁目の地区計画の変更であることから、反対するものです。
議案第187号川崎市高等学校奨学金支給条例の一部を改正する条例の制定について
　奨学金の支給対象に高等専門学校と専修学校高等課程の生徒を加え、また入学支度金を入学前に支給する
ためのものとのことで、この議案そのものについては賛成するものです。
　代表質問では「平均評定3.5以上」という成績の申請基準を上回る生徒でも学年資金で202人、入学支度金
で49人が奨学金を受けられなかった問題を指摘し、改善を求めたのに対し「申請基準と採用基準との乖離を
なくすようにする」との答弁がありました。京都市のように補正予算も含めてあらゆる手段を講じて申請基
準を満たす全ての希望する生徒に奨学金を支給する対応をとるよう要望いたします。
　また、代表質問と委員会での質疑で、中学３年生の平均評定3.38を超える「3.5」という成績要件を課し
ていることが奨学金制度としてふさわしいのか、問題提起を行ないました。政府統計などでも家庭の経済力
と学力の相関関係は明らかにされており、成績要件のあり方の見直しを行なうよう要望しておきます。
議案第199号平成28年度川崎市一般会計補正予算について
　10款５項３目13節委託料で、民間手法を活用した公営住宅整備運用についての調査委託料ということです
が、本来、公営住宅の建て替え、設備更新については、国が財政的な責任を負うのが当然です。予算をかけ
ずに民間活力でというやり方は改めるべきです。その上で、借り上げ住宅などあらゆる手法を駆使するため
の調査に資するものにすべきです。
　公営住宅法は「国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを
住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会
福祉の増進に寄与する」ことを目的としています。この趣旨に沿って、使用料高騰につながらないこと、使
用料徴収業務など、管理運営業務は、公的責任で行うことを求めておきます。
　この補正予算には高齢者や障害者などの福祉施設に防犯カメラを設置する経費が含まれています。私たち
は、防犯カメラの設置については、事件など起きた際、事件概要の解明など、役割を担っていることを否定
するものではありません。しかし、防犯カメラの設置は、根本的な問題解決には結びつかないともいわれて
います。プライバシー侵害や個人情報の流用などの心配の声も寄せられていることから、未然防止対策の強
化を要望するものです。
　以上の立場から、議案第167号、議案第169号、議案第173号、議案第176号、議案第177号、議案第181号、
議案第182号、議案第188号、議案第202号については反対、その他の議案、請願については賛成することを
表明して討論を終わります。
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2017年第１回川崎市議会定例会代表質問（２月28日）

最初に予算案の特徴について
　新年度予算の歳入は前年度当初比698億円10.9％増と過去最大規模の7088億円。県費負担教職員の市費移
管分560億円を除いても6528億円、対前年度比＋138億円の増です。歳入の根幹である市税収入は対前年度予
算比較で57億円1.9％増の3072億円で４年連続過去最高となりました。
　市税収入のうち、法人市民税は６億円の減となっています。中小企業は税収増ですが、大企業が減収となっ
ていることが要因です。政府の研究開発減税の拡充など大企業優遇税制の影響です。人口増による所得の増
加により個人市民税は30億円増、住宅の増加により固定資産税は31億円増となっています。
　この税収増は、想定以上の人口増加によるものです。市の人口は今年中に150万人に達する予定ですが、2
014年８月に「総合計画」の前提資料として出した市の人口推計から、３年も前倒しで達することになり、
想定の２倍の早さで人口が増えています。
　この間の歳入額は、予算と決算では大きな誤差が出ています。2015年度は予算の市税収入では2963億円だっ
たのが、決算は3007億円で、予算額は44億円も低く見積もられていたことになります。他の年度の市税収入
をみても40億円低く見積もっています。これを前提とすると、2017年度の歳入額は提案より40億円多くなる
と予測できます。提案された予算案の歳入額をもって、2017年度は「財政が厳しい」という理由は成り立た
ないと考えます。
　これだけ人口が想定以上に増加し、市税収入が増えているのに、市長は相変わらず「財政が厳しい」と強
調しています。その理由の一つに消費税増税が２年半延期されたことによるマイナスの影響が出るとしてい
ます。しかし、これは、歳入の減少だけを見た推計です。消費税が10％に増税されれば、1.8億円の増収に
なりますが、物品などにかかる費用が増大し、歳出は47.8億円の支出増となり、差引46億円の負担増となり
ます。消費税率を上げれば市や市民への負担は重くなるというのが実態ですから、消費税率引上げ延期をもっ
て市の財政を厳しくするという理由にはなりません。
　「財政が厳しい」というもう一つの理由に、減債基金からの185億円の借入もあげられています。しかし、2
017年度の減債基金への積立額は449億円、取崩額は205億円で244億円も積み増して、新年度末の減債基金の
残高は2209億円にもなります。市民一人当たりにすると政令市平均の1.8倍にもなります。さらに、毎年、10
0億円ずつ積み増しをして10年後には3000億円にも達する予定です。市のお金である減債基金からの借り入れ
を「財政が厳しい」理由にあげること自体おかしなことですが、減債基金に取崩額分だけを積み立てれば244
億円の財源が生まれ、185億円の収支不足もなくなるわけです。そうすべきではないですか、市長に伺います。
　結局、消費税率引上げ延期も減債基金からの借り入れも「財政が厳しい」という根拠にはならないことに
なりますが、市長に伺います。
多文化共生の取り組みについて
　昨年12月27日、市の公的施設でヘイトスピーチが行われないよう条例やガイドラインの策定を求める「提
言」が人権施策推進協議会から本市に提出されました。
　私たちは昨年の６月議会で、ヘイトスピーチを行うことが明白な団体等への公的施設の使用許可条件を規
定し、第三者機関が公平に判断する条例等の整備を求めてきました。基本的にこの「提言」に基づいてすす
むべきものと考えます。
　先日のヘイトスピーチに反対する市民の集会では、各党派・会派の議員が本市の多文化共生の歴史や伝統
への思いを熱く語り、川崎市日韓親善協会の斉藤文夫会長は「戦時中は日本鋼管をはじめ軍需工場で働き、
強制的に連れてこられた人もいた。その人たちが川崎の地に移り住み、日本の産業拡大に一生懸命汗を流し
浜町・桜本に定着している」「50年後の日本社会を考えれば、多文化共生はますます必要になってくる」と
話されました。このように、川崎の街をつくってきた在日コリアンの歴史をふまえて、朝鮮学校の施設整備
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などへの補助金が1980年から33年間、授業料の負担を軽減する補助金は1989年から24年間、継続的に支給さ
れていましたが2013年度以降は交付しなくなりました。新年度は趣旨を異にする二種類の補助金236万円の
みの計上となっています。従来の800万円ほどの補助金が削減されたもとで、学校では雨漏りする校舎を直
せないでいるような実情です。
　同じ川崎市に生まれて暮らす子どもたちの学習権を保障するためにも欠かせない施策です。昨年、私ども
の申し入れや、全市会議員が賛同した石田議長の要望などを受けて、ヘイトデモへの公園使用不許可を決断
した市長として、多文化共生の立場に立ち、朝鮮学校の施設整備などへの補助金を復活させ、県にも補助の
復活を求めるべきだと考えますが、市長に伺います。
子育て支援策の充実について
母子支援の充実について
　2016年７月に川崎市児童福祉審議会は、2015年に発生した虐待事例から「児童虐待重症事例検証報告書」
を発表。母子手帳交付時の面接の重要性や乳幼児健診の未実施への丁寧なアプローチ、多職種による多面的
なアセスメントによる組織的判断が必要であるとし、再発防止に向けて児童相談所、地域見守り支援センター
それぞれにおける職員体制の充実と人材育成を図られたいと提言で述べています。提言の重要な要となる保
健福祉センターにおいて母子支援を担う助産師の役割は大変大きく、私たちは各区の地域見守り支援セン
ターに助産師を１名配置すべきと強く求めてきました。
　新年度予算案において、各区に母子保健コーディネーターを配置して母子手帳交付時の面接等を行なうと
ありますが、任用期間１年、週５日、１日５時間45分勤務の非常勤嘱託員です。特定妊婦さんへの継続的な
支援、妊娠期から子育て期までの母子保健や育児に関する相談への対応などを担うには、専門性と継続性、
多職種連携でかかわる体制が必要です。助産師を各区に配置すべきです．伺います。母子保健コーディネー
ターをせめて常勤とすべきですが伺います。
児童相談所の体制の充実についてです。
　私たちは、この間、経年的に児童相談所の体制強化を求めてきました。これまで社会福祉職の増員がされ
てきましたが、それでもなおケースワーカー一人当たりの平均担当ケース数が、2015年度118件、2016年度1
11件にも上ることから、児童福祉士の増員を求めてきました．新年度予算案に児童相談所の体制強化につい
て盛込まれました．増員される職種、人数と配置について伺います。また、この増員によって、一人当たり
の担当ケース数がどの程度縮減されるのか、見通しを伺います。
小児医療費助成制度について
　新年度の拡充分も含めて20政令市を調査した結果、通院の助成対象年齢、所得制限、一部負担金の有無な
どの総合評価をすると、川崎市は下から４番目であることが明らかになりました。
　まず、通院の助成対象年齢についてです。首都圏の都市部では東京23区、さいたま市、千葉市、東海地方
では静岡市、浜松市、名古屋市、関西では京都市、堺市、大阪市、神戸市が中学校卒業まで助成しています。
仙台市でも10月から小学校３年生を中学校３年生に一気に拡大し、大阪市は11月から18歳まで拡大する予定
です。新年度拡充されても「小学６年生まで」の川崎市の遅れは明らかです。市長が「どこよりも子育てし
やすいまち」をめざすと言うのならば、せめて中学校卒業まで拡大すべきです。市長に伺います。
　所得制限についてです。所得制限があるために新年度拡充される４年生から６年生では8841人、26％、４
人に１人が助成を受けられません。１歳から小学６年生までのトータルでは２万7360人が助成を受けられな
くなります。東京23区や、新年度の予定も含め14政令市では所得制限がありません。ここでも川崎市の遅れ
は明らかです。早急に所得制限を撤廃すべきです。市長に伺います。
　通院１回上限500円の負担金導入は今からでも撤回すべきです。市長に伺います。
保育事業について、はじめに待機児童解消について
　2017年４月の認可保育所の定員は認可保育所の整備のほか、既存保育所の定員増や川崎認定保育園の認可
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化等も含めて26,606人となります。しかし、今年も申請数の急増に追いついていないのが実態だとわかりま
した。2017年４月入所に向けた１月27日現在の認可保育所の利用申請数は10,200人で、2008年度利用申請数
の約２倍にものぼります。申請した10,200人の内入所出来なかった保留児童数は3,551人、昨年より544人も
増え、申請数に対する保留率も昨年33％に対し、今年はさらに上回り34.8％になりました。１月30日、区役
所の児童家庭課窓口は保留通知を受け取った方々が廊下にまで溢れていました。現在、２次調整が終わりま
したが、2017年４月の保留児童数及び待機児童数の見通しをどうたてているのか伺います。
　2017年度予算案において新設による受入枠の拡大は認可保育所1,630人、地域型保育所172人、合計1,802
人となり2016年度の当初予算より定員増は図られました。しかし、認可保育所の新設のうち54％、880人が
民間事業者活用型による整備です。
　園庭整備が困難な「民間事業者活用型」に整備の５割を頼るのではなく、公有地活用の整備をもっと促進
すべきと考えます。東京都では未利用の都有地の調査を水道局など公営企業局を含め全庁で再調査をかけた
結果、保育所可能は228件あるとし、区市町村や民間事業者に情報提供し都有地を活用した保育施設整備を
促すとしました。本市も全庁あげて公有地の再調査を行ない情報提供すべきと考えますが伺います。また市
営住宅の建替計画の際に、認可保育所の整備を積極的に行なうこと、公立保育所の仮園舎跡地への保育所整
備も引続き促進すべきと考えますがそれぞれ見解と対応を伺います。４月１日の実態によっては補正予算を
組むことも検討すべきと考えますが伺います。
「子どもの未来応援プラン」を見直しすることについて
　川崎市が、新たな総合計画の策定に向け2014年に示した将来人口の推計では、150万人を超えるのは2020
年としていました。しかし実際は市の推計より３年も早く2017年度中に150万人に到達するといわれるなど
人口が急増しています。又、就学前人口も2014年80、963人から2016年12月82、132人へと増えているうえに、
就学前人口に対する保育所利用申請率も14年４月、29.03％から16年４月、33.68％と保育ニーズが急増して
います。このことからも、2015年３月に策定した「子どもの未来応援プラン」について、これらを反映した
計画に見直すべきです。伺います。本市の2017年度の【保育の確保方策】は保育所、認定子ども園、地域型
保育事業あわせて28002人です。それに対して、実際に確保される定員は、26606人で、1396人も足りません。
「新設による定員枠の拡大目標値」を850人とするなど、あまりにも確保方策と比べ少なすぎます。確保方策
に見合う認可保育所の定員枠の拡大目標値を引き上げ、整備すべきです。伺います。
就学援助について
　前議会で、入学準備金の支給金額の拡充については、「必要性は認識している。社会情勢、本市の財政状況、
国の動向や他都市の状況を踏まえながら、関係局と協議しているところです」と答弁されていました。すで
に川崎の支給額は横浜の２分の１です。国も額の引き上げを示しました。海老名市では、中学校入学準備金
は支給金額も川崎市より多い３万7920円に引き上げ、今年度より小学校６年生を対象に中学校入学前の１月
下旬での支給を行っています。増額するにあたってのすべての前提条件は満たしてきていると思います。
　就学援助制度は、義務教育の無償を定めた憲法26条に基づき、親の収入に関わらず子どもが等しく教育が
受けられるよう、国と自治体が対象となる家庭を援助するものです。川崎でも社会情勢の影響によって申請
者は増加する見込みとしているようですが、実際にかかる入学準備費用からみても入学準備金の増額と支給
時期の変更を行うべきです、伺います。
少人数学級拡充について
　４月から、県費教職員の給与等の負担や学級編成の標準を決める権限が県から市に移管されます。県費移
管を機に千葉市は35人学級を小学４年生まで拡充する予定です。新潟市は県による小・中学校９年間の少人
数学級を引継ぐのに加えて小学１、２年生ですでに実施している32人以下学級を小学４年生まで拡大する予
定です。政令市移管という新たな条件を生かし、少人数学級を全学年に拡大すべきです。伺います。
定数内欠員の解消について
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　教育充実、教職員の負担軽減のため欠員解消をこれまで強く求めてまいりました。しかし2015年度の欠員
は324名、2016年度は343名で解消どころか増え続けているのが実態です。新年度欠員はどう縮減できるのか
伺います。
中学校給食について
　１月25日の和歌山県御坊市に続いて、２月17日、立川市で、学校給食を原因とした集団食中毒が発生し、
それぞれ700人以上、900人以上の被害が出ました。いずれも共同調理場・センター方式の給食でした。立川
市の給食センターの委託先企業は、川崎市の中学校給食で１万食を作る中部給食センターと同じ企業グルー
プでした。センター方式では、ひとたび食中毒が起きれば、一部にとどまらず、被害が拡大します。
　センター給食ではそうした危険性をはらんでいることをしっかり踏まえて、衛生面、安全対策には万全を
期して取り組むことを強く求めておきます。
　１月から始まった、自校方式の犬蔵中学校、中野島中学校には、昨年４月から準備段階で栄養士が一人配
置され、毎月「食育だより」が発行され、生徒たちの「給食委員会」も立ち上げられ、生きた食育の推進、
きめ細やかなアレルギー対応などが行われています。現場に栄養士がいるからこその取り組みです。
　一方、私たちが視察した千葉市の給食センターでは、１万食で栄養士の配置は４名で、食育は、年に一回、
各中学校にセンターの栄養士が訪問し、10分間、食に関する話をする程度でした。後は、学級担任などに任
せているとのことでした。センターに配置された栄養士だけでは十分な巡回指導ができるとは到底考えられ
ません。栄養士の配置について、文科省の定数では合計８人ですが、市単独でも栄養士を配置すべきです。
伺います。
高校奨学金について
　2016年度は基準を満たした申請者でも、学年資金で202人、入学支度金では49人が奨学金を受けられませ
んでした。2017年度予算案では、基準を満たした生徒全員に支給できるように今年度の申請者数程度の採用
者へと拡充しましたが、「５段階で3.5以上」という成績要件が引き続き設定されています。本市と同様に給
付型の高校生奨学金を行っている堺市や神戸市は成績要件を設けておらず、生活困窮の度合いのみを基準に
支給しています。家庭の状況が厳しいほど成績面でも困難になることは明らかです。成績要件を外すべきで
す。伺います。
地域包括ケアシステムと、関連して地域みまもり支援センターについて
　健康福祉局予算は昨年度比わずか0.9％増です。高齢者関係では昨年に続き減額された事業が多く、1000円、
4000円という単位で減額された事業もあります。「実績に合わせた」「精査した」とのことですが、年金が減
らされ、介護保険料などの増で生活が苦しい高齢者に寄り添う予算とはいえません。
　市長は高齢者が「住み慣れた地域で暮らし続けられる」ようにと、「地域包括ケアシステム」の構築を強
調していますが、その受け皿はどうなっているでしょうか。
　地域包括ケアシステムは、「自助」「互助」「共助」「公助」が等しく地域を支え、住民を初め、事業者や町
会・自治会などの地縁組織、ボランティア団体、行政などが一体となって地域全体で取り組みを推進してい
くことが重要としています。果たしてこれで、全ての地域住民を対象にした支援や問題の解決をすることが
できるでしょうか。
　私たちは昨年、滋賀県野洲市の「くらし支えあい条例」に基づく取り組みを伺ってきました。条例第23条
では「市はその組織及び機能のすべてを挙げて、生活困窮者等の発見に努めるものとする」として、相談に
来た市民をたらい回しするのではなく、相談機能を集約する市役所のコンシェルジュ機能を活かして問題を
解決しています。
　北九州市は2008年に「いのちをつなぐネットワーク」推進課を設置。地域での見守りネットワークの網の
目を細かくすることで、支援が必要な人を１人でも救えるように、市民と行政との協働によって取り組んで
います。全市16名の専任職員を各区役所に担当係長として配置して、そのもとに職員も配置されていました。
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担当係長は地域に出向いて、支援や見守りが必要な人の情報を収集します。地域からの情報提供を受け、区
役所全体で、利用できる制度やサービスがないか、検討します。サービスに繋がらない心配な人については、
地域で見守ってもらう支援者の活動をサポートするのです。当初、民生委員の負担は大変重いものがあった
そうですが、この事業を始めて以来、負担が軽くなった、活動しやすくなった、などのアンケート結果がで
ていることもお聞きしました。
　川崎市では昨年４月からスタートしましたが、保健師や社会福祉職の若干の増員はあるものの、職員はほ
とんど増やさないままのスタートでした。
　地域みまもり支援センターと高齢・障害課、児童家庭課、保護課などの行政の専門職との連携はうまく機
能しているでしょうか。北九州市や野洲市のように、職員をきちんと配置して、困難をかかえる住民を包括
的に支えるしくみ、区役所のコンシェルジュ機能を活かす、すなわち公的に支える部分をしっかり機能させ
ることが必要と思います。それでこそ、自助・互助の取り組みが機能し、活かされるのではないでしょうか、
川崎の地域包括ケアシステムではそこがみえません。職員もほとんど増員しないままの体制で機能できるの
か、これも疑問です、伺います。
特養ホームの大幅増設について
　特別養護老人ホームの待機者数は昨年10月現在で4,482人と依然多く、人口100万人規模の13政令市中、高
齢者人口比の待機率はワースト１です。しかし、2017年度は５月麻生区に94床開設するのみです。新年度予
算では2018年度以降に開設する３ヵ所490床の整備予算が計上されていますが、場所と開所予定時期が明確
なのは２ヵ所です。残りの１ヵ所は国有地（麻生区百合丘地区）を活用し、移転建替えを行なう計画ですが、
受託する法人は決まっていない状況です。移転建て替えを急ぐとともに移転前の跡地にも特養ホーム新設す
るなど含め、あらゆる手立てを尽くし用地を確保し増設すべきです、伺います。
障がい者施策について
　新年度予算では障がい者関係では自然増に対応した予算が一定組まれています。
　地域活動支援センターA型についてです。利用者が増加し施設の面積や職員が足りないこと、日割りの報
酬単価経費への補助増額を求め、人件費や家賃などの固定経費への補助を増額すべきと求めてきましたが、
対応を伺います。井田の市有地に建設する特別養護老人ホームの中に障がい者のショートステイを整備する
とのことです。特養ホームとは別の事業とするのか、高齢者以外も対象なのかうかがいます。ベッド数につ
いても伺います。この一部をミドルステイとして整備できないか、伺います。
グループホームの整備について
　親亡き後の生活の場の整備は、知的障害者の高齢の保護者にとって切実な願いです。南部地域でのグルー
プホームの不足は深刻ですが、整備の遅れている実態とその理由について伺います。川崎市では、民間での
整備を前提とする仕組みになっていますが、整備が進まない中で、新年度中に整備方針をまとめる予定の市
営大島住宅敷地内の福祉施設用地について、整備の遅れが深刻なグループホームを整備してほしいという切
実な要望が出されています。親亡き後の生活の場を切に願う保護者の想いをくみ、グループホームの整備に
ついて、具体的に検討すべきと思いますが、見解を伺います。
中小企業振興について
　経済労働費の予算は、制度融資事業の預託金を除けば2011年の97億円から新年度48億円と５割も減ってい
ます。商品開発を支援する「ものづくり中小企業経営革新支援事業」や住宅相談会などを行う「建設業振興
事業」が前年度比で５～６％の減額。先端産業・拠点開発関連予算、コンベンション整備事業費を除くと中
小企業支援の予算は、商業・農業関連を含めてもわずか25億６千万円余、一般会計に占める割合は0.36％で、
金額、率ともに今年度予算よりもマイナスとなっています。
　市内の事業所数は、2014年の経済センサスによれば、５年前との対比で増えてはいるものの、医療・介護
などがその中心で、製造業で16％、建設業でも12％の事業所が減少しています。減少した事業所総数の９割
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が小規模事業者です。
　市長は１月12日付新聞のインタビューで「肌感覚として地元の中小企業は、良い感じはしない。特に零細
企業をみると、楽観視どころか、ずっと厳しい状況が続いている」と述べています。一方で中小企業活性化
条例の「中小企業の持続的発展」を支える予算を削りながら、中小零細企業の切実な実態に応えることがで
きるのか、市長に伺います。
　具体的には、ものづくり中小企業経営革新事業については、そもそも総額自体も1819万円と少ない上に、
前年度よりも107万3000円も減額されています。100万円を上限に事業費の２分の１を補助する「川崎市新技
術・新製品開発支援事業補助金」は、対象を５件から３件に削減し、予算も昨年の600万円から336万円と３
分の２に減額されています。2013年４月に産業連携協定を締結した大田区では、予算規模が本市の４割弱で
すが、同様の事業予算には約4.4倍の8000万円を計上して、中小企業の持続的発展に力を入れています。中
小企業活性化条例を制定した川崎市としてあまりにも予算規模が小さいと考えますが、市長に伺います。
住宅リフォーム助成の新設について
　全国商工団体連合会の調査では、2016年度住宅リフォーム助成制度は600自治体で行われ、７年前から取
り組んでいる秋田県では、昨年10月までに約７万6000戸が着工され、県の補助金は97億円、総工事費は約15
00億円で地域への経済効果は2280億円となり、県の補助と経済効果を比較すると23.5倍にもなりました。さ
らに秋田県をはじめ新潟市や台東区などでは、「子育て世帯への支援策」としてのリフォーム助成を始めま
した。これまでも、住宅リフォーム助成制度の新設を求めてきましたが、市は建設事業者自らの努力に任せ
る姿勢をとり、制度新設を拒んできました。市内の建設事業者が減少を続けるなか、リフォーム需要を市内
の事業者につなげるよう制度を作るべきです。市長に伺います。
入札制度について
　物価の上昇等によって、発注標準金額等の是正を求めていましたが、具体化に向けた進捗状況を伺います。
また、新年度における入札制度の見直しについて伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　総務省が１月31日に発表した2016年平均の労働力調査では、非正規雇用の割合が37.5％と調査開始以来、
最も高くなりました。深刻な雇用実態を踏まえた実効性ある施策が必要です。ところが、予算案では、正規
雇用につなげるとする「キャリアサポートかわさき」の就業マッチング事業や「地域中小企業人材確保・若
者就業支援事業」で452万円削減しています。2013年にキャリアサポートかわさきで述べ11名いた求人開拓
員は、2015年に５名に減らされ、現在まで増員されていません。キャリアサポートかわさきが開設された20
11年度の正規雇用決定者は登録者全体の64％でしたが、翌年2012年以降から減少し続け、2018年度12月段階
では３割に過ぎません。わずか５人で希望に沿った正規雇用を創出できるでしょうか。体制を強化して求人
開拓員を増員して正規雇用を増やすべきです。伺います。
　市内企業の９割に当たる中小企業への支援策としても有効な、奨励金を助成し正規雇用を拡大することを
求めてきました。2017年度は徳島市も若年非正規労働者を正社員に転換した場合、対象労働者一人当たり60
万円を事業主に対して支給する国のキャリアアップ助成金に20万円を上乗せして交付する事業を開始しま
す。本市でも、国の事業を利用して上乗せ支給する事業を開始すべきです。伺います。
　正規雇用拡大策の一つとして、奨学金返還支援による中小企業支援制度実施も増えています。大分県宇佐
市では１人あたり総額100万円を上限に実施。北秋田市では、５年以上市内に居住する意思がある方を対象
に総額３分の１、医療・福祉・介護職など指定する国家資格取得者には２分の１を助成します。介護・保育
の担い手不足が深刻な川崎市にとっても未来への投資となります。本市でも実施すべきです。伺います。
市職員の労働環境について
　地方自治体の職場で長時間労働による過労死が続いており、労働基準監督署から是正勧告も出されていま
す。政府は、「働き方改革」を打ち出し、厚生労働省は、長時間労働の是正とサービス残業根絶のための「４・
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６通達」に代わる新ガイドラインを昨年12月に出しました。川崎市が10年間で職員を1542人削減する中、長
時間労働を余儀なくされている職員の数は増え、メンタルヘルスなどの健康被害が深刻になっています。市
職員組合との36協定では、時間外勤務の限度時間は年360時間で、「予見できない臨時または緊急の業務が集
中」する場合でも年480時間とされています。
　しかし、2015年度の実態は、年360時間を超えた職員は942人、年480時間を超えた職員は478人、年1000時間
以上の職員は28人もいました。年360時間以上の職員数はこの５年間で200人以上も増えています。過労死ライ
ンとされる月80時間以上残業した職員は528人にも上っています。労働時間が月100時間以上、または２か月平
均80時間以上を超えて働き、産業医に面談を必要とされた対象者数は、毎年400人以上にのぼります。この５
年間の長期療養者数のべ1309人のうちメンタルヘルスによる長期療養者数は728人、55.6％にも上っています。
　36協定にも違反する状態の職員が1000人近くいて、過労死ラインを超えて働く職員が500人以上、メンタ
ルヘルスなどで長期療養している職員がこれだけ出ている現実をどう考えるのか、市長に伺います。
教職員の働き方の改善について
　教職員の長時間労働の改善の解決のために、国や多くの自治体では労働時間の正確の調査や把握に基づき、
長時間労働の削減にとりくんでいます。しかし川崎市においては、教職員の労働時間の把握は、自主申告だ
けであり、それが実態を反映していないことは明らかです。１月20日、厚労省が「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を新たに通知しました。そこでは、自己申告制の労働
時間把握の問題点を鋭く指摘し「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否か
について、必要に応じて実態調査を実施」することとしています。早急にこの通知の具体化を進めるべきで
す。伺います。　
株式会社東芝のリストラ影響対応について
　東芝は経営幹部による粉飾決算が発覚し、2015年度決算で赤字転落に陥り経営再建策として早期退職、グ
ループ内の配置転換、他社への移籍など事業の大幅な再編、売却を進めるなど従業員に過酷な負担を強いる
１万人規模の大リストラを図ってきました。この事件からわずか１年で今度は、米原子力事業で連結子会社
の米ウェスチングハウス（ＷＨ）の2016年４～12月期連結決算で米原子力事業において損失7000億円前後の
巨額が見込まれることが発覚しました。東芝は負債が資産を上回る債務超過を回避するため、あらゆる手段
でリストラを進める姿勢と伝えられています。
　本市内には、小向東芝町にマイクロエレクトロニクスセンター、堀川町に半導体技術センター等の半導体
部門の拠点があります。また、東芝関連グループ会社が多く、従業員は多数に上ります。更に東芝の協力会
社も多く、ここでも多くの方が雇用されています。今後、東芝の財政状況、従業員への対応などが発表され
ます。市内の東芝関連従業員への影響、地域経済に甚大な影響を及ぼす事態です。自治体として雇用対策本
部を立ち上げ、影響調査を実施して必要な手立てを図るべきです、伺います。
　また、経営の失策に何ら責任のない従業員を犠牲にすることは許されません。市長の見解を伺います。
防災対策について
　市長は、施政方針で災害から生命を守る取り組みとして、第一に防災対策を位置づけました。しかし、そ
の内容は、自主防災組織等の取り組みの強化、いわゆるソフト面での強化に重点が置かれています。そもそ
も、川崎市としてまずやるべきことは、地震で倒壊する住宅を減らすことではないでしょうか。今年度改定
された耐震改修促進計画でも、2015年度末での木造戸建て住宅の耐震性不足建物の数は３万5,000戸と推計
しています。川崎市としては2015年から2020年末までに耐震化を図る必要数を8,900戸としているわけです
から、１年間で1780件の耐震化もしくは建て替えが必要です。私たちは、35,000戸を対象とする対策を講じ
るべきと考えますが、少なくとも川崎市として必要数として挙げた8,900戸に見合う耐震対策の強化が必要
ではないでしょうか。市長に伺います。
　新制度に変えた今年度の実績は、直近で耐震診断数317件、耐震改修助成件数57件、耐震ベッド、耐震シェ
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ルター合わせて３件という数字にとどまっています。使いやすい制度に改善したはずなのにこの結果にとど
まったのは、助成率は引き上げられましたが、一方で限度額が一般世帯200万円から100万円、非課税世帯が
300万円から150万円に引き下げられたことに問題があるのではないでしょうか、実績が伸びなかった理由に
ついて伺います。
　密集市街地の改善に向けた不燃化推進事業が今年の４月から施行されますが、この対象建物として、旧耐
震基準建物と同時に、耐用年数を経過した建物も対象に入れています。木造では、築年数22年の建物も対象
にしています。助成対象基準に築年数の経過したものも含めた理由について伺います。
　築年数をもとに助成対象とする考え方は、木造住宅耐震改修助成事業においても、用いられるべきもので
あると考えます。不燃化推進事業同様に、木造住宅耐震改修助成事業においても耐用年数を経過した建物も
対象にすべきと思いますが、伺います。
　また、不燃化推進事業では、店舗併用住宅等も助成対象にしています。合わせて、木造住宅耐震改修助成
事業では、店舗併用住宅については、住宅の２分の１の面積までの店舗併用住宅のみ対象になっていますが、
面積要件を撤廃し店舗併用住宅についても耐震改修助成の対象にすべきと思いますが、伺います。
消防職員の増員について
　大規模災害に際して、石油コンビナートを抱える本市として公設消防力自体が、まず、国基準の必要数を満
たすことがその前提になります。国基準の必要数からみて167名不足しています。新年度予算で２名増員にな
りますが、残り165名が依然として不足している状態です。防災対策の強化について、消防職員の165名の不足
を残したまま、自主防災組織の強化や消防団の強化にのみ大規模災害時の対応を依拠するというのは、本末転
倒ではないでしょうか。国基準の必要数を速やかに満たすように、消防職員の増員を図るべきです。伺います。
　「『南武線駅アクセス向上等方策案』に基づく今後の取り組み」として、溝の口駅以北の５駅の整備につい
て、新たな事業展開の方向が示されました。
　中野島駅についてです。橋上駅舎ができるまでの間、臨時改札口が設置されるとのことで、橋上化は大分
先になりますが、地元では「踏切を渡らなくてすむ」と歓迎されており、一日も早い開設を要望しておきま
す。開設にあたって施設の設置費用は川崎市が負担するものの、維持管理費はカリタス学園が負担するとの
ことです。開設時間などはカリタス学園とＪＲが協議するということですが、開設時間に対する利用者の要
望を反映するよう川崎市が働きかけるべきです。伺います。
　久地駅についてです。整備スケジュールは稲田堤駅の進捗によって変わるとのことです。久地駅の朝も狭
い道路と駅前広場、踏み切りに人があふれ、大変危険な状態です。稲田堤駅の着工が久地駅より先になった
場合、その工事が終わってからと段階的になるのではなく、こういうときこそ予算をやりくりして、どんな
場合でも久地駅は最短で着工すべきですが伺います。
　関連して稲田堤駅について伺います。11月のまちづくり委員会の請願審査の際、用地協議を粘り強くてい
ねいに行うとともに、駅南側に臨時改札を作ることについても「民間用地の取得等について検討したい」と
答弁されています。検討状況について伺います。また、駅前の道路を人が途切れなく横断することも渋滞の
原因となり危険だということが指摘され、答弁で「駅の整備にあわせて駅周辺の安全対策についても検討す
る」といわれていますが、具体化されているのか伺います。
武蔵小杉駅周辺再開発に関連して
　先の議会で大規模な再開発に様々な課題があることが改めて明確になりました。
　人口が集中し、増える保育需要に対して、保護者一人ひとりにしっかりと寄り添いながら、４月の待機児
童解消に向けた取組みをすすめてまいる、と答弁されましたが、中原区では987人という1000人近い入所保
留数が出てしまいました。
　あるメールマガジンにこんな記事が載りました。筆者はタワーマンションに住む、ある子育て世代の一家
が直面している深刻な保育園入所問題を取り上げながら「住みたい街は、はたして住みやすい街なのか」と
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提起しています。
　「３人目の子どもの出産を控え、急速な人口増加によるひずみの深刻さに改めて気づき、呆然としています。
ここ数年、駅前のタワーマンションがどんどん増え続けています。想像してみてください。１棟建つごとに
数千人の人口が増えるわけですよ。その多くは子育て世代です。今ではものすごい人口過密エリアになって
しまいました。　「保育園はどこもいっぱい。本当は園庭のある保育園に入れたい。陽の当たらない保育園
に入れたくない。でもそんなことは言っていられない。妥協しても保育園に入れるかどうか。子どもを預け
てから、仕事に行くのがこれまた、たいへん。改札に行列ができるのです。都心へのアクセスがよいと人気
の武蔵小杉ですが、電車に乗るまでがこんなに大変では意味ないですね。住みたい街ランキング四位である
と同時に武蔵小杉駅は、南武線、横須賀線両駅でラッシュ時の混雑は深刻で、危険を感じることすらあるの
です。こんな中に、武蔵小杉で保育園に入れなかった赤ちゃん連れの親子も混ざっているのです。今後、建
設されるタワーマンションによりさらに人口増が見込まれ、保育園不足や駅の混雑はますますひどくなるこ
とが必至で、対策が急がれています。でも、いま、子どもが育つのに一番重要な時期を迎えている家族にとっ
ては、今が大切なのです」という内容でした。
　最幸のまちかわさきを標榜している市長に伺います。このまちづくりのあり方「住みたい街は住みよい街
か」との提起に対して見解を伺います。
　武蔵小杉駅の異常な混雑状況は、さらに住民や乗降客の大きな心配ごとになっています。武蔵小杉駅の駅
員によると、横須賀線ホームでは転落やホーム上の事故などは頻繁に起きています。ホームドアの設置は待っ
たなしの課題です。市長も年頭の挨拶で、市の補助金をあげて早く設置を行ないたい、とのべました。いつ
ごろ設置予定なのか伺います。ただ、ホームドアを設置するとますますホームは狭くなります。そのことか
らもホームの増設、南武線では拡幅が急がれます。その後の検討状況を伺います。さらに、もうひとつの新
たな改札口についてもその検討状況を伺います。
羽田連絡道路整備について
　概算事業費300億円の羽田連絡道路の整備費として58億円計上されています。同時に、総事業費1280億円、
市負担分220億円の国道357号多摩川トンネルの整備が始まり、新年度予算でも５億円が計上され、同時並行
で進められようとしています。そもそも、大師橋から1.5キロの地点、浮島から羽田空港につながる国道357
号多摩川トンネルから3.6キロしか離れていない場所に新たに橋を架けることが、２重投資になると考えな
いのですか、市長に伺います。
国際戦略拠点の形成・マネジメントについて
　殿町A地区の民間開発のラボ棟に、キングスカイフロントマネジメントセンターを整備するための費用が
補正予算3500万円を含む6140万円が計上されています。年間家賃3800万円を払って、事務所・会議室を借り
上げるということです。わざわざ川崎市が高い賃料を出して借り上げ、会議室は無償で貸し出すということ
ですが、なぜ無償なのか。市長に伺います。
　羽田空港周辺拠点機能向上事業費として450万円が計上され、天空橋駅、羽田空港と殿町をつなぐバス路
線を計画するということです。市民生活におけるコミュニティーバスの計画については、「地域交通の手引き」
という基準を設けて市民には採算性を厳しく求めながら、こういうところにはいとも簡単に川崎市が予算を
つけるというのは理解できません。市長に伺います。
国際コンテナ戦略港湾政策について
　世界のコンテナ船事業は長期低迷の時代に入っています。北米向けコンテナ取扱量の2015年目標は、国際
コンテナ戦略港湾の選定時には、京浜港が約265万TEU、阪神港が約70万TEUとされていましたが、2014年
実績では京浜港が約85万TEU、阪神港は33万TEUと目標を大きく下回っています。
　川崎港では、「平成30年代後半には年40万TEUに増える」と予測していましたが、先日港湾局が発表した「川
崎港コンテナターミナル施設整備の考え方」では、2016年実績10万TEUから2020年までに15万TEUをめざ
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すとされ、それが仮に実現できたとしても、その後の数年で40万TEUへ急増するという目標は過大予測で
あることは明らかです。その過大予測を前提に「コンテナ輸送路の確保」などの理由で計画された臨港道路
東扇島水江町線の工事は今からでも中止すべきです、市長に伺います。
　「増加するコンテナ用地の確保」「輸出自動車の保管用地」などを理由に計画した東扇島堀込部埋立土地造
成事業も中止すべきです。市長に伺います。以上で質問を終わります。

【再質問の前の意見】
朝鮮学校への施設整備等補助金について
　市から県に朝鮮学校への補助の再開を求めるという答弁はありませんでした。国連人種差別撤廃委員会は
2014年９月26日に、「地方自治体の朝鮮学校への補助金の停止など、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権
利を妨げる行動を懸念する」と述べ、日本政府に対して、地方自治体に補助金の再開や維持を要請するよう
勧告を行いました。こうした国際社会からの要請にも真摯にこたえて、県に対して補助金の再開を市からも
要請するとともに、市の補助金についても以前の水準に戻すよう強く求めておきます。
中学校給食について
　小学校の栄養士は、今の仕事でめいっぱいの状態です。センター方式も文科省の配置基準だけでは、とて
も各校の食育まで手は届きません。それは千葉の現状からも明らかです。すでに自校調理方式では、栄養士
が配置されて、すばらしい食育がはじまっています。センター給食でも、極力それに近づけるよう、市単独
の配置を重ねて要望しておきます。就学援助の入学準備金の引き上げについては確実に実行されるよう要望
します。
【再質問】
予算案の特徴について
　消費税についてですが、税率引き上げ延期により「減収額は32億円」という答弁ですが、これは歳入だけ
の影響額で、歳出の影響額を考慮に入れていません。消費税を10％に引き上げた場合は、歳出は30億円もの
負担増になりますから、減収額はわずか２億円となります。「1.8億円の増収」という数字は、「使用料・手
数料等に反映した場合」という答弁ですが、結局、市民への負担増を前提にした数字です。昨年の６月議会
で、「自治体への負担増にどのように対応するのか」という質問に対して、市バスは料金値上げ、上下水道
料金も値上げ、学校の給食費も値上げで対応するという答弁でした。結局、消費税率が10％に引き上げられ
れば、一般会計だけではなく、すべての会計で負担増になることは、間違いなく、その負担は、市民に転嫁
するか、市の財政で負担するしかありません。その意味で消費税率引き上げの延期は、マイナス要因ではな
いのではないですか、市長に伺います。
職員の労働環境について
　答弁では、「川崎市イクボス宣言」、「ストレスチェック」を実施してきたということですが、この問題が
どれだけ重大な問題なのかという認識はあるのでしょうか。
　滋賀県は、一昨年、年間1000時間を超える時間外勤務を行った職員が20人に上っているとして、労働基準
監督署から是正勧告が出されました。川崎市では、同じ年間1000時間を超える職員の数は28人と滋賀県を上
回っています。まさに、労働基準監督署から是正勧告が出されてもおかしくない事態ですが、この事態認識
はあるのか、市長に伺います。答弁では「業務改善や環境整備に取り組む」としていますが、産業医の面談
が必要とされた職員が444人もいるのに、面談を受けた職員は198人で、半分以上は受けておりません。
　「職員の意識改革に努める」という答弁ですが、問題は職員の意識にあるのではありません。川崎市の人
口はこの10年間で15万人増えたのに、逆に職員は1500人減らしました。この長時間労働の最大の原因は、必
要以上のリストラにより職員を減らしすぎた結果です。職員が足りないということです。この認識があるの
か、市長に伺います。
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東芝のリストラ対応について
　東芝のリストラ対応については、他人事のような答弁でした。市民に直接関わる重大事態との認識が自治
体の長として足りないのではないかと疑います、改めて今後、雇用対策本部を設置し、影響調査を実施して
いく意思があるか、伺います。「東芝や関連企業の動向を注視しながら、雇用の安定化に取組んでまいります」
との答弁がありますが、市内の東芝及び東芝関連企業の従業員数の把握はされているのか、伺います。今後、
具体的にどのような取組を進めるのか伺います。
防災対策について
　まちづくり局長は、住宅の耐震化の実績が伸びなかった理由について、経済的な理由などで途中辞退され
た方が多かったからと答弁されました。つまり、財政的な支援が拡充されれば、改修工事に至る事例が増え
ることを表しています。市長は、新年度予算で、災害から生命を守ることを第一に掲げているわけですから、
補助上限額を引き上げ、経済的理由で辞退することなく、耐震改修を実施できるように、抜本的な増額を実
施すべきと思いますが、市長に伺います。
羽田空港周辺拠点機能向上事業費について
　殿町地区と羽田空港、天空橋駅周辺への交通ネットワークの強化を図るということですが、かえって川崎
市内のバス利用者等の減少につながります。そのことによって、当該地域から川崎駅周辺のへのバス路線の
減少を招くことにならないのか、市長に伺います。川崎駅周辺などのアクセス性の向上と言いますが、現在
でも私鉄バス路線や鉄道路線によって十分アクセス性が確保されています。
　このようにその必要性についての説明はどれも説得的でなく、結局、不要不急の羽田連絡道路の必要性を
補強するための理由付けではないかとの疑念を払しょくできません。市長に伺います。
助産師の配置について
　各区の配置を求めましたが、助産師は地区担当保健師と連携して、特に妊娠・出産などに係る支援におい
て、その専門性を発揮している」とのことです。しかし、１地区２名の配置となっている地区担当保健師の
主な業務は、乳幼児健康診査、子ども・子育てに関する相談支援のほか、担当地区の健康づくり、介護予防、
地域包括支援センター関連会議、認知症対策など求められる役割は実に膨大です。地域見守り支援センター
の【地域支援担当】は地域の実情に応じて一定の地区を担当する【地区担当保健師】と専門多職種が連携し
た地域の支援を行なうとあります。地域支援担当として専門多職種の中にしっかり、助産師を配置すべきで
す。伺います。早急に、地域見守り支援センターの体制の検証を進める中で、助産師を各区１名の配置、保
健師の増員を検討すべきと考えますが伺います。
消防職員数の増員に関連して、救急車の増隊について
　国の「消防力整備指針」による救急自動車の配置基準では、川崎市の人口による必要数は33台ですが、現
有の救急車の数は全市で27台です。国基準より６台不足しています。人口増加に伴って、救急出動件数は年々
増加の一途をたどり、2013年では５万6402人だった搬送人員が、2016年では速報値で５万9937人へと3500人
以上増加し、重症・中等症の患者の割合が増えています。27台がすべてフル稼働して足りないために、予備
の救急車も活用して、2016年中は、第２救急隊として臨時に77回編成したということです。本来、故障等の
いざという時のために予備として確保している救急車も活用しなければならない状況になっています。今後
も人口増加が予測される中で、市民の命を守るために早急に国基準を満たし、救急隊を６隊増やすべきです。
見解を伺います。
少人数学級に関連して
　昨年度までの県の少人数学級研究指定制度を、政令市移管後も、市として引き継ぎ、学校が少人数学級を
希望する場合は研究を進めさせるのか、伺います。
　指導方法工夫改善加配の教職員の活用は、学校の教育課程編成権に基づき、行政の意向を押し付けず、自
主的な選択を尊重するのか、伺います。
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【再々質問の前の意見】
　市長は消費税について政府のような答弁をしました。確かに地方消費税の使途は社会保障の財源としてい
るかもしれません。しかし、そもそも消費税は低所得者への負担が重い逆進性の強い不公平税制であるうえ、
消費税を８％に引き上げたときも社会保障に充てるといいながら、従来の財源を消費税に置き換えただけで、
浮いた分を大企業減税、無駄な公共事業、軍事費などに使ってきたのが実態です。社会保障はこの間改悪の
連続でした。消費税に頼らない社会保障の実現こそが求められていることを指摘しておきます。
【再々質問】
職員の労働環境について
　過労死ラインを超える長時間労働に対する認識と対応について質問しましたが、「業務改善や環境整備に
取り組む」という答弁でした。とても重大な事態に対する対応とは思えません。
　年間1000時間を超えて働いた職員が28人もいるのです。年間1000時間というのは、１年中、過労死ライン
を超える80～100時間の残業をしていたことになります。過労死した電通の高橋まつりさんは、自殺する１
か月前の残業時間が105時間でしたから、それに匹敵する残業を１年中続けていたわけです。
　年間1000時間を超える残業をしていた職員が所属する市長事務部局は、どこなのか、伺います。市長は「早
急に対応すべき喫緊の課題」という答弁ですが、この方たちや所属する部局に対して、どういう具体的な対
応・対策をとったのか、伺います。
　「職員の配置、および組織の最適化を進める」という答弁ですが、これは、職員を増やさずに配置換えで
対応するということですか、または職員を増やすことも含めるのか、伺います。
東芝のリストラ対応について
　東芝は、2015年度の粉飾決算の影響をはるかに上回る、グループ会社を含む全社的な最大規模のリストラ
実施が明確になっているわけです。雇用対策本部の設置については、「適宜、国、県、市それぞれの役割、
責務に基づき、適切に対処してまいりたい」との答弁でした。市は雇用対策本部設置ができるのですから、
市長自ら指揮を執り、東芝に対して、市内の東芝の影響下にある、事業者名、雇用者数とリストラが及ぶ範
囲など詳細な内容を報告するよう、強く要請すべきです。伺います。
【再々々質問】
職員の労働環境について
　他の自治体と比べても川崎市の長時間労働は異常です。川崎市と職員数が同じ規模の神奈川県県職員の長
時間労働が今議会で取り上げられましたが、15年度、月80時間を超える残業を行った県職員は218人ですが、
川崎市は528人で約２倍。年間1000時間を超えた県職員は２人ですが、川崎市は28人と14倍にも達しています。
　2008年６月議会でわが党は前市長の行革による職員の健康被害、長時間労働の問題を取り上げましたが、
その時の産業医に面談した職員数は299人ですが、15年度は444人と約1.5倍になっています。他の自治体と
比べても、また９年前と比べても、今回の長時間労働の実態はいかに異常かがわかります。
　今回、年間1000時間を超える残業をした職員が13人と最多となったのは、市民・子ども局で保育園や児童
相談所に係る業務だということでした。これを放置することは、職員の健康悪化にかかわる問題であり、市
民サービスにかかわる問題です。
　今回は年間1000時間を超えた部局で「職員及び非常勤嘱託員を増員」したということですが、他の部署か
らの配置換えなどで対応したということで、純粋な増員ではないということです。36協定を違反して残業し
ていた職員が1000人近くいるということは、ほとんどすべての部局で違法な残業が常態化していたことは明
らかです。「職員配置」や「組織の最適化」で済む話ではありません。最大の原因は、人口が10年間で15万
人も増えているのに職員を1500人も減らしてきた行政リストラの結果であり、放置することは許されません。
職員の増員がどうしても必要と考えますが、市長に伺います。
【最後の意見】
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　東芝の大リストラについて、関連企業や協力会社の従業員の実態について事前に聞いても、インターネッ
ト情報しか提供してもらえませんでした。
　この問題はいまに始まったことではありません。
　さらに新たな重大問題がでてきて今回、川崎市長として対応すべきと何回も質問しても、まったく自ら動
く姿勢はありませんでした。
　多くの関係者が既に今も、さらに行く先に不安を感じています。こういうところにもきちんと対応しない
限り、「だれでもが幸せを実感できる川崎をめざす」と市長がいくら言っても空虚に聞こえるだけです。
　職員の働かせ方も川崎市はあまりにも異常なことを様々な角度から質しました。急激な人口増にすら必要
な職員の配置は追いついていません。職員の増員はどうしても必要です。
私たちは自らの心身の健康に留意できる職場環境の中で、住民のためによい仕事をしていただきたいのです。
引き続き注視してまいりたいと思います。
　質問のやり取りで、市長の「財政が厳しい」という主張は理由がないことが明らかになりました。財政が
厳しくても市民要求を実現するのは自治体として当然です。まして、新年度予算でも政令市屈指の豊かな財
政力を有することになった川崎市です。しかもそれを担っているのは市民なのですから、この豊かな財政を
市民要求の実現のために使うべきであることを強く求めておきます。
　あとは、予算審査特別委員会などに譲りまして、質問を終わります。

2017年第１回川崎市議会定例会予算組み替え動議の提案説明（３月17日）

　安倍政権の経済政策「アベノミクス」が始まって４年。その行き詰まりと破たんが明らかになっています。
労働者の実質賃金は４年で年額19万円も減り、家計消費は実質15ヵ月連続で対前年比マイナスとなっていま
す。さらに重大なことは、アベノミクスが格差と貧困をいっそう拡大し、社会と経済の危機を深刻にしてい
ることです。
国民の所得が全体として低下する中、労働者の実質平均賃金は1997年をピークに年収で55万６千円も減少。
給与所得者数を所得階層別にみると、増加しているのは年収２千万円以上のごく一部の高額所得者と500万
円以下の層で、500万円～1000万円の層は減少し、中間層の疲弊が深刻化しています。
　日本の貧困率は1997年と2012年比較で14.6％から16.1％となり、OECD34ヵ国中ワースト６位。こども
の貧困率は13.4％から16.3％、実に６人に１人が貧困状態に置かれています。働きながら生活保護水準以下
の収入しかないワーキングプア世帯は就業者世帯の4.2％から9.7％と２倍にもなっています。
　社会保障制度の改悪に加え、社会保障費の「自然増」削減、高齢者は年金が下げられる一方で保険料は値
上げされ、毎日どう暮らせばいいのかというギリギリの生活を強いられています。
　川崎市においても貧困と格差は広がっています。川崎の雇用者数は、2002年から2012年の10年間で10.4万
人増えているものの、非正規労働者の増大などから、2012年で年収300万円以下は６万人増で市内労働者の4
4％にのぼる一方、年収1500万円以上はほとんど割合が変わらず、市民生活はますます苦しくなっています。
　こうした中、地方自治体には国の悪政から市民生活を守る防波堤の役割を果たすことが求められています
が、新年度予算案は、市民の福祉や暮らし、市内中小企業への支援、雇用対策などについては極めて不十分
なものとなっています。
　その一方で、不要不急な大規模事業への予算は大幅に増えている。コンテナターミナルへ船を呼び込むた
めの補助金を出す予算に１億7736万円、臨港道路東扇島水江町線の整備に約34億円、東扇島堀込部埋立土地
整備事業に約１億8390万円など国際戦略港湾関連で約52億円に上り、多額の予算が計上されています。その
ほかにも、羽田連絡道路の整備関連で約58億円を含む国際戦略拠点整備関連で約64億円などが予算計上され
ています。
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　我が党は、市民生活を支えるための緊急課題に絞って、次の組替えの基本方針及び内容により2017年度予
算案の再提出を求めるものです。
組替えの基本方針は、
第 １に、子育て世代の賃金・経済状況が悪化する中で、共働きをしなければ生活できない世帯が急増してお
り、かつてない勢いで保育園ニーズが高まっていることから認可保育園の緊急増設を行うとともに、小児
医療費助成制度の所得制限と一部負担金を撤廃し、中学生まで拡充する。一人ひとりの子どもに目がゆき
とどき、学習・生活指導などあらゆる面から教育条件を改善する有効策として、少人数学級を全学年で実
施する第一段階として、新年度では小学３年生と中学１年生で実現する。憲法26条２項の義務教育無償原
則の趣旨から、学校給食費を当面小２年生まで無料化することなどです。
第 ２に、高齢者に増税・負担が集中している状況下で、安心して介護を受けられるよう、介護援助手当を復
活、特別養護老人ホームを増設し、人材確保が困難な介護老人福祉施設等に職員の定着・確保を図るため
の支援を行う。削減した障害者支援施設等運営費の市単独定率加算を復活する。非課税世帯などの低所得
の障がい者の医療費を無料にし、重度障害者等入院時食事代補助制度を復活する。敬老祝金・長寿夫妻記
念品を復活することなどです。
第 ３に貧困と格差が拡大している状況下で被保護世帯への上下水道料金の減免及び入浴援護事業の復活によ
り、低所得世帯への生活応援を図る。とりわけ、「子どもの貧困」が深刻化する中で、小・中学校の自然
教室の食事代補助、生活保護・就学援助世帯の入学祝金・修学旅行支度金・卒業アルバム代補助、就学援
助世帯への眼鏡支給・社会見学等の実費支給補助を復活するとともに、補助範囲をＰＴＡ会費、生徒会費、
体育実技用具費等にも拡充する。市立定時制高校の夜食代補助を復活することなどです。
第 ４に中小企業活性化条例の施行にふさわしく、工場の家賃や機械リース代などの固定費補助制度創設で中
小・零細企業者を直接下支えする。建設業の振興とともに経済波及効果が大きく、市民にも喜ばれる住宅
リフォーム助成事業を創設する。雇用を巡る環境が厳しい中、こうした取組により雇用拡大を図る。
第 ５に防災対策の第１の要である旧耐震基準の木造住宅の耐震化促進を図るため、助成対象件数を増やす。
第 ６に国際戦略港湾計画や臨海部の基盤整備等への投資、臨港道路東扇島水江町線及び羽田連絡道路など市
民生活にとって必要性が示されない２本の橋の整備、高速川崎縦貫道路など、不要不急の大規模事業を中
止・延期することで、一般会計の市債発行を抑制し、後年度負担の軽減を図ることです。
　組替えの内容ですが、歳入予算として、臨港道路東扇島水江町線整備、東扇島掘込部埋立土地造成事業な
どの国際コンテナ戦略港湾関連事業、羽田連絡道路整備などの臨海部国際戦略拠点整備関連事業、高速川崎
縦貫道路関連事業などの建設中止・延期や、競輪施設等整備事業基金、競輪事業運営基金、港湾整備事業基
金、土地開発基金等の当面使用する予定のない基金からの借り入れで約63億円を確保します。
　歳出予算として、提案いたしましたアからテまでの事業に充当するものです。この組み替えによる総事業
費は約83億円、一般財源で約63億円です。市債の発行は約45億円削減できます。
　さまざまな負担増で市民のみなさんの生活が苦しさを増しているなか、こうした市民生活の実態に思いを
寄せる議員各位のご賛同を心から呼びかけ、予算組み替えの提案説明とさせていただきます。

2017年第１回川崎市議会定例会代表討論（３月17日）

予算案の特徴と財政状況について
　新年度予算案は、市税収入が４年連続過去最高となり、財政力指数も政令市トップを続けるなど政令市屈
指の豊かな財政力を持っていることが明らかになりました。しかし、歳入増の主要因が個人市民税など市民
からの税収増であるにもかかわらず、市民の暮らし・福祉に必要な予算はほとんど増えず、不要不急の大規
模事業費が125億円と過去最大になるなど市民の願いには応えず大規模開発優先の予算となっています。
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　さて、市長が相変わらず「財政が厳しい」とする理由について質疑を行いました。その一つ「減債基金か
ら借り入れ」したからという理由についてです。取崩し分205億円だけ積立てれば244億円の財源が生まれ、
185億円の収支不足はなくなるわけで、借り入れる必要はなく、収支も59億円のプラスになったはずです。
昨年度も、取崩し分だけ積立てれば借り入れる必要はなかったはずだと指摘したのに対し、市民への「見え
る化」が必要だからという答弁でした。私たちは、市民に「財政が厳しい」ことを強調するための「見せか
け」は止めるよう求めましたが、改めて強く求めておきます。
　もう一つの理由の「消費税率引き上げの延期」による税収減についても、消費税が増税されれば市や市民
への負担は増えるわけですから、引上げ延期はマイナス要因にはなりません。社会保障関連費の増大も理由
にあげていますが、川崎市の扶助費は政令市の平均以下で、しかも経常収支では、ほとんど増えておらず比
率も５分の１ほどで財政を圧迫する理由にはなりません。
　収支不足については、市の人口推計よりも３年も前倒しで今年中に150万人　を超えるなど想定以上に増
えているのに、それを反映せず歳入額を低く見積もっていました。さらにこの間の推移をみても、予算の歳
入額（市税収入額）よりも決算では約40億円も多くなっており、この点でも予算額を低く見積もることで収
支不足を実際よりも大きく見せていたことになります。少子高齢化も財政の厳しい理由にしていますが、川
崎市は他の政令市と比較すると、生産年齢人口比は政令市トップで８年後まで増加し、老年人口比は最低、
平均年齢は最も若く、推計では13年後まで人口増加は続き、その間、税収は増加し続けることになります。
　このように市長が述べていた「財政が厳しい」という理由は、どれも成り立たないことが明らかになりました。
　減債基金について、「償還財源に不足をきたす」から「ルール通り積み立てる」必要があるなどの議論が
ありました。減債基金の積立ルールとは、2009年の総務省通知の中で、満期一括償還地方債の元金償還に充
てるための減債基金の積立てについては、「実質公債費比率の算定上、毎年度の積立額を発行額の30分の１
として設定していることを踏まえ、適切に対応されたい」とあることが根拠とされています。ここにあるよ
うに、このルール、すなわち30分の１ルールは実質公債費比率を抑えるための計算上の基準に過ぎず、以前
の議会答弁で述べているように、ルール通り積立てなくともペナルティはありません。専門家も「これは地
方分権のもとではペナルティをもたないガイドラインであって、これを守るか否かは当該自治体の裁量の範
囲内ということになっている」と指摘しているところです。
　川崎市の2017年度の実質公債費比率は6.8％と予測され、健全化判断基準18％をはるかに下回り、将来的
にも７％台で平準化するとしており、きわめて健全です。川崎市の比率はこのルールを厳格に守る必要があ
るほどではありませんし、その時の財政状況に応じて総務省通知にあるように「適切に対応」すればいいだ
けのことです。
　減債基金について、2015年度決算で他の政令市と比較すると、川崎市は一人当たりの市債残高は政令市中
12番目なのに、減債基金残高は政令市中３番目で、政令市平均の1.8倍です。他の政令市の減債基金残高の
推移でみると、残高を減らしている都市が４都市もあるなか、川崎市は139億円も積み増しをしており、大
阪市を除けば、これだけ積み増しをしている都市はほかにありません。大阪市の積み増し額は150億円ですが、
市債残高が川崎の2.8倍もあるので、市債残高から見れば川崎市の積み増し額は突出しています。財政規模、
市債残高が川崎市の３倍の横浜市は、減債基金残高を前年度から74億円も減らし1008億円と川崎市の半分で
す。積み増し額の政令市平均は31億円ですから、川崎市はその4.5倍もの積み増しを行っており、川崎市の
減債基金の積み増し額がいかに大きいかがわかります。
　「償還財源に不足をきたすことがないよう」積み立てるということですが、今後15年間の減債基金残高の
推移をみると、８年後まで増え続け、一般会計だけでも2887億円と市税収入にも匹敵する額になり、2015年
度残高と比べても1000億円も積み増しすることになります。その後、2600～2800億円程度で平準化します。
取崩し額は最大で500億円程度で、満期一括償還で不足をきたすような事態にはなりません。仮に取崩額だ
け積み立てても、2000億円程度の残高を維持し、この額でも他の政令市の1.8倍もの残高を保っており、不
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足をきたす事態にはなりません。
　以上のことから、「ルール通り積み立て」なければ「償還財源に不足をきたす」ことにはならないことを
申し上げておきます。
小児医療費助成制度について
　新年度から通院の対象年齢が小学６年生まで拡充されます。しかし、市長が４年前「小学６年生までの無
料化をすぐ議会に提案する」としていた公約は守られず、拡充には４年かかったうえ、今回拡充される小学
４年生から６年生には通院１回上限500円の窓口負担金が導入されました。所得制限はそのままで、１歳か
ら小学６年生までの全体で２万7360人が助成を受けられません。この間、他都市でも制度が拡充されるなか、
新年度の拡充分を含め、対象年齢、所得制限、窓口負担金の有無など20政令市比較で、川崎市は最低水準に
陥ってしまいました。神奈川県内の33市町村で「中学校卒業まで」は18自治体に広がり、そのうち所得制限
なしは11自治体、窓口負担金を導入したのは川崎市と横浜市だけです。財政が厳しい市町村が頑張っている
のに、全国トップクラスの豊かな財政をもつ本市ができないはずはありません。
　「どこよりも子育てしやすいまちをめざす」と言うなら、通院の助成対象年齢を中学校卒業まで拡大し、
所得制限と一部負担金を撤廃するよう求めておきます。
保育所の待機児童解消について
　１月末時点で認可保育所に申し込んだ人は10200人と初めて、１万人を超えました。一方入所できなかっ
た保留児は昨年より544人増え3551人に、いずれも過去最多です。市の人口は推計より３年も早く今年中に1
50万人になり、就学前人口の保育所申請率も2014年29.03％から2016年33.68％と保育ニーズが急増している
なか、保育所の定員枠を昨年より1867人増やしましたが、整備が保育ニーズに追いつきません。
　子ども未来局長は、今年の秋ごろに予定している【子どもの未来応援プラン】の中間評価の中で検証を行
い、保育の量の見込みと確保方策を見直し計画に反映する。今後についても立地環境や保育需要を勘案した
上で関係局と連携しながら、利用可能な公有地を最大限に利用して積極的に保育所の整備に努める。４月の
実績を踏まえ保育需要の増大が見込まれる地域に新たな整備が可能となった場合など、状況変化に柔軟に対
応しながら保育の受け入れ枠の確保を進めてまいりたいと答弁されました。
　暮らしのために今すぐ預けて働きたいのに入れない。入れなければ育児休業から復帰ができない。就職先
が決まっても働けない。８箇所申し込んでも入れなかったなど深刻な実態が今年もありました。待機児を真
に解消するには、ゼロ歳から５歳児まで安定して預けることができ、園庭のある認可保育園の整備を抜本的
に高めることを求めておきます。
少人数学級の拡充について
　県費移管を機に４月から多くの政令市で拡充をしています。いままでは県から配当されている指導方法工
夫改善定数を研究指定制度による活用で、各学校が少人数学級を実施してきましたが、市移管後も引き続き
学校が希望すればその実践を継続することが答弁されました。これからは県に要望することなく、川崎市の
判断で指導方法工夫改善教員を活用できます。さらに市独自でも教員を配置して現場からもいちばん要望が
つよい少人数学級を拡充することを求めておきます。
朝鮮学校への施設整備等補助金について
　2012年度まで行なわれていた朝鮮学校の施設整備等への補助再開を求めた質問に対し、市長は、「県の経
常費補助を補完する立場で本市の補助を行ってきた」と答弁されました。そうであるならば県に対して補助
再開を求め、市も補助を行うのが当然ではないでしょうか。全国に先駆けてヘイトスピーチに対する取組み
を進めている市長として、多文化共生の立場に立ち、県に対して補助金の再開を要請するとともに、市の補
助金についても以前の水準に戻すよう強く求めておきます。
障がい者施策について
　在宅で暮らし作業所に通っている障害者約１万人の調査によれば、８割近い人が親や兄弟と暮らしており、
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なかでも40代の約５割、50代の約３割が親と同居しています。家族の負担を少しでも減らすためのショート
ステイの増設はもちろん、ミドルステイも検討するべきです。「親亡き後」も安心して暮らせるためには、
グループホームの増設は欠かせません。具体的に市営大島住宅の敷地の活用も提案しました。民間まかせに
せず、公有地の活用も行って推進するよう強く求めるものです。
障害者の夕方支援について
　生活介護事業所を利用している方の延長支援、いわゆる夕方支援は、利用者の強い要望であり、事業者の
皆さんも必要性を訴えています。市長はこの間、既存サービスでは職員体制や採算面で十分なサービスが確
保できていない、との認識を示し、「調査結果を踏まえ、必要な対応を図ってまいりたい」と答弁されています。
　その立場で、生活介護事業所での延長加算や生活介護の利用終了後に同じ場所での日中一時支援事業とし
ての利用実施などの夕方支援の充実について、先ずは国の制度の不十分な部分を本市が独自にカバーし、充
実させることを求めておきます。
高齢者福祉について
　介護保険が導入されて17年、改定されるごとに給付抑制がされてきました。川崎市は介護保険が発足する
ときに、介護保険を補う独自の支援事業を実施し、高齢者や家族を支えてきましたが、介護保険が改定され
るたびに市独自事業も廃止や削減してきました。この間の流れから、わずかに残された独自事業まで新年度
からの「第７期計画―かわさきいきいき長寿プラン」策定のなかで、廃止や縮減をされるのではないか、た
いへん危惧します。川崎市の高齢者福祉の予算は、この３年間で２万８千人もの高齢人口の伸びに対して２
億円しか増えていないのは、あまりにも冷たい仕打ちです。川崎市を様々な分野で支えてきている高齢者の
福祉施策を充実させ、高齢者福祉予算は増額すべきです。
　地域包括ケアシステムと地域見守り支援センターについてです。
　困難をかかえる住民を包括的に支えるためには、職員をきちんと配置することが不可欠であること、公的
に支える部分をしっかり機能させることこそ、自助・互助の取り組みも生きてくることを指摘してきました。
そのためにも地域見守り支援センターに地区担当保健師と連携して妊娠・出産などに関わる支援において、
その専門性を発揮している助産師の各区配置、さらに保健師の増員を求めておきます。
特別養護老人ホームの抜本的増設について
　昨年、10月１日の特別養護老人ホームの待機者数は4,482人、待機率は人口100万人規模の政令市中、高齢
者人口比でワースト１であることを指摘し、あらゆる手立てを尽くして用地を確保し、待機者解消に向けて
抜本的な増設を求めました。
　答弁は「来年度策定の『第７期計画いきいき長寿プラン』で検討して行くとのことですが、待機されてい
る９割近い方は「介護者がいない」「介護者はいるが、介護者が要支援・要介護状態や高齢、病気療養中、
就労、育児中」などこのままでは、生活が立ち行かない深刻な状況を訴えています。こうした実態に応える
整備計画に切り替え待機者解消に向けて抜本的な増設を求めておきます。
中小企業の支援策について
　製造業や建設業の減少による「ものづくり」の基盤が失われつつある中で、「住宅リフォーム助成制度の
創設」や「新製品・新技術開発支援事業」など「技術革新」や「販路拡大」の予算額の拡充など具体的な支
援策の提案を行いました。新年度予算では、「内陸部操業環境整備事業費」が計上されるなど、事業者の声
に応えたものもあるものの、「住宅リフォーム助成」については制度の創設は行わず、経済労働費も制度融
資の預託金を除く予算は、2011年度の半分ほどになっており、支援が先端産業・拠点開発中心になっており、
コンベンション整備事業費も除くと、予算額は25億６千万円、一般会計に占める割合は0.36％と今年度予算
よりもマイナスになっています。４月に施行された「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」
では、「小規模事業者」の事業継続への支援を求めています。市内小規模事業者を支えることの出来る支援
策をそのメニューにおいても、その規模においても拡充するよう求めておきます。
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正規労働者の雇用を拡大する対策について
　キャリアサポートかわさきの就業マッチングでの正規雇用は、「毎年、着実に実績を伸ばしている」との
ことですが、2016年12月段階で正規雇用決定者は登録者のわずか３割にすぎません。求人開拓員５人では、
希望に沿った正規雇用は創出できません。求人開拓員の増員を求めておきます。
　正規雇用拡大策として、市内企業の９割にあたる中小企業への支援策として、非正規労働者を正社員に転
換した場合の奨励金助成制度や介護・保育の担い手不足が深刻な川崎市で奨学金返還支援制度を実施するこ
とを求めておきます。
株式会社東芝のリストラ影響対応について
　東芝は経営の失策で債務超過の危機に陥る状況と伝えられ、これを乗り切るため、あらゆる手段でリスト
ラを進める姿勢を示しています。大量の雇用調整が心配されます。社員数19万人、関連企業や下請け会社の
社員とその家族への影響、併せて地域経済への影響の大きさは計り知れません。市長を本部長とした雇用対
策本部の設置を求めましたが、その姿勢が見られませんでした。雇用を守る自治体の責任者として、東芝に
対してリストラ内容の報告、雇用者が不利益にならないための対応を指示することなどを含め、あらためて
雇用対策本部の設置を強く求めておきます。
市職員の労働環境について
　市職員の長時間労働の実態は異常です。36協定の時間外勤務の限度時間、年360時間を超えて働かされて
いる職員が942人、過労死ラインである月80時間を超えた職員が528人、年1000時間を超えた職員が28人もい
る実態が明らかになりました。川崎市と同程度の職員数の規模を持つ神奈川県と比べても月80時間を超える
職員数は２倍、年1000時間を超える職員数は14倍にもなります。最大の原因は、人口が10年間で15万人も増
えているのに、1500人も職員を減らしてきたことにあります。
　36協定を違反して働かされている職員が1000人近くいるということは、すべての部局で違法な残業が常態
化しているということであり、市民サービスにもかかわる問題です。異常な長時間労働の改善と職員の増員
を強く求めます。
議案第３号川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
　職員の長時間労働がこれだけ深刻になっている中で、市長の事務部局などの定数が増員されていないこと
から、この条例には賛成できません。
防災対策について
　地震防災対策の第一の柱である住宅の耐震化を抜本的に強化することは欠かせません。2016年度に使いや
すくなったとされる制度を活用しての耐震改修実績が伸びなかった理由について、経済的な理由などで途中
辞退された方が多かったからとのことでした。つまり、財政的な支援が拡充されれば、改修工事に至る事例
が増えることを表しています。市長は、今後も多様な耐震対策メニューを検討し、市民が利用しやすい制度
とすることで推進すると答えられましたが、同時に、限度額の拡充と抜本的な予算の増額によって、経済的
理由で辞退することなく、耐震改修を実施できるように改善を求めておきます。
武蔵小杉駅周辺再開発等に伴う課題の解決について
　武蔵小杉駅の異常な混雑状況は、重大事故が発生する前に、一刻も早く改善しなければなりません。ホー
ムドアの早急な設置、ホームの増拡幅、新しい改札口の整備を急ぐよう改めて要望しておきます。武蔵小杉
駅周辺のまちづくりの諸課題、せめて子育て環境の整備や駅舎などのインフラ整備、地域の環境改善などを
解決できないかぎり、これ以上の超高層住宅の建設は進めるべきではありません。
羽田連絡道路と臨港道路東扇島水江町線の整備について
　この２本の橋の整備について、市長は「経済の発展を牽引する重要なインフラ」「力強い産業都市づくり
に必要」と強調するばかりで、市民生活にとっての必要性はほとんど説明できませんでした。
　羽田連絡道路については、これまでも首都圏最大規模の貴重な干潟を壊す環境破壊の事業であることに加
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え、新たな事態としてすでに３㌔河口側では総事業費1280億円、市負担分220億円もかけて浮島と羽田をつ
なぐ国道357号・多摩川トンネルが工事着手することになり、「二重投資」になることなどから中止を求めて
きました。
　市内には既存の橋が600以上あり、架け替えを含め老朽化対策が必要な橋が多数あります。昨年３月に発
表された「川崎市橋梁長寿命化改修計画」では、「これまでの維持修繕の取り組みを上回る速度で劣化損傷
が進行している」「今後、橋梁の維持修繕費用の増大や架け替え費用の一時的集中により、大きな財政負担
が懸念されます」と指摘。比較的大きな165本の橋梁について、架け替えを含めた従来の対処療法では60年
間で最低でも620億円かかると試算し、これらを予防保全型の修繕を行うことで半分程度に縮減するとして
います。こうした市民生活を支えている数百本に及ぶ橋梁の老朽化対策、維持補修に全力で取り組まなけれ
ばならない時代に、市民生活にとって必要性が不明なまま、２本だけで840億円もかかる新たな巨大は橋を
同時に建設する、羽田連絡道路と臨港道路東扇島水江町線の整備は行うべきではありません。
議案第35号市道路線の認定および廃止について
　この議案には、市民生活に必要な市道の認定・廃止が含まれていますが、羽田連絡道路の道路認定がある
ことから、反対です。
議案第２号川崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
　これは、生活保護関係情報と一体的に管理される外国人生活保護関係情報および、国民年金法による年金
の被保険者の資格に関する情報の利用を拡大するための内容です。情報漏洩によるリスクの大きいマイナン
バー制度の利用範囲を拡大することに反対していることから、本議案については、賛成できません。
議案第10号川崎市地震対策条例の一部を改正する条例の制定について
　本議案の前提となるガス事業の自由化に関する国の制度改正に際し、私たち日本共産党は、電力・石油な
ど巨大資本が10兆円規模の総合エネルギー市場を支配する「規制なき独占」となる危険があり、原発利益共
同体の要求に応えた新たな「国策民営」の原発推進策の実行を政府に迫りうる条項が含まれていること。公
共料金である電気・ガス料金について、電源構成を含む原価情報の開示義務があいまいなまま、公聴会など
の民主的手続きを廃止しようとしていることは、消費者参画を望む国民の願いに背を向けるものであること
から、反対した経過から、本議案については賛成できません。
議案第11号川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
　　本議案は、消費税10％増税を前提とする条例改正になっています。私たちは、消費税増税に反対をして
いる立場から、この議案には賛成することはできません。
議案第22号川崎市学校給食センター条例の制定について
　文教委員会では、南中北の給食センターには最低でも、学校標準法の規定により、８人の栄養士を配置し、
まずは、中学校給食を安定稼動させたのちに巡回指導を行なうとの答弁でした。しかし、３センターに８人
の栄養士では、とても充実した食育を行うことはできません。また各中学校での食育について「小学校の栄
養教諭も含めたネットワークを活用する」「学校全体で食育を行う」とのことでしたが、充実した食育を行
うための要となる栄養士・栄養教諭の増員なしに対応しようとしても、ただでさえ多忙な現場に負担を強い
ることになります。
　本条例については賛成するものですが、栄養士・栄養教諭を市独自に追加配置することを求めておきます。
また、私たちの現地調査では、調理場が建設可能と考えられるスペースのある中学校が少なくとも10校程度
あることを確認しています。可能なところは自校調理方式にすることを求めておきます。
議案第42号平成29年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算について
　高齢者に差別医療を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、賛成できません。
請願第30号教科用図書選定審議会の公開を求める請願について
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　この請願は、現在、非公開となっている「教科用図書選定審議会」の公開を求めるものです。本市の自治
基本条例の第26条「会議の公開」は、「市長等におかれる審議会、審査会等の会議は正当な理由がない限り
公開します」と定め、「川崎市審議会等の公開に関する条例」でも第１条で「審議会等の会議を公開するこ
とにより、透明かつ公正な会議の運営を図り…市民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた市政の実
現を一層推進することを目的とする」と定めています。
　教育委員会は、「教科用図書選定審議会」を非公開とするという理由を、当条例の第５条、非公開にする
ことができるという規定から「公開することで発言者を特定することができてしまい、場合によっては誹謗・
中傷、嫌がらせ等が起こる可能性があり、自由活発な論議ができなくなる恐れがある」としています。
　しかし、当選定審議会は、調査研究会が調査研究した報告書及び各学校の調査研究報告書を参考に、学習
指導要領に照らし適切かどうかなどを審議する会議であり、誹謗中傷などが想定されたり、自由闊達な議論
を妨げるものではないと考えます。市民の知る権利を保障するためにも「教科用図書選定審議会」を公開す
べきと考えることからこの請願の採択に賛成いたします。
　以上の立場と予算組み替えとの関係から日本共産党は、議案第２号、議案第３号、議案第10号、議案第11
号、議案第35号、議案第37号、議案第38号、議案第42号、議案第45号、議案第49号、議案第52号、議案第53
号に反対し、その他の議案、報告、請願第30号を含む請願については賛成及び同意することを表明して討論
を終わります。
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2017年第２回川崎市議会定例会代表質問（６月15日）

　私は、日本共産党を代表して2017年第２回定例会に提案された諸議案、ならびに市政一般について質問を
行います。
　本日朝、国民の内心を処罰する憲法違反の希代の悪法である「共謀罪」を、自民・公明・維新の党で強行
採決しました。圧倒的多くの法学者、弁護士会、知識人、そして国民の反対を押し切り、国会のルールも踏
みにじる議会制民主主義を破壊する蛮行であり、満身の怒りを込めて糾弾するものです。
最初に核兵器廃絶、平和の問題について
　核兵器を禁止する法的拘束力ある協定を交渉する第１回国連会議が、今年３月に開催され、核兵器禁止条
約に向けて歴史的第一歩を踏み出しました。参加国は115か国を超え、大多数の国が速やかに禁止条約を作
ることで一致し、第２回国連会議で７月７日の採択をめざします。今年中にも、人類史上初の核兵器禁止条
約が誕生する可能性が大きくなりました。これにより、核保有大国は、政治的・道義的拘束を受けることに
なり、さらに締約国の領土に核兵器を持ち込むことは禁止され、核保有大国の核戦略を軍事的に拘束し、破
綻させる可能性を持っています。この核兵器禁止条約の締結は核兵器を禁止するだけではなく核兵器廃絶に
つながる意義を持っています。
　しかし、唯一の被爆国である日本政府は、会議に参加しながら、核保有大国に追随して交渉に参加せず、
核兵器禁止条約に対して反対論を述べたことは、NPT再検討会議で確認した「核兵器のない世界」への誓
約を破ると同時に、被爆国の政府としてあるまじき態度です。全国に先駆けて「核兵器廃絶平和都市宣言」
を行った都市の市長として、核兵器禁止条約の締結に賛成すべきと考えますが、見解を伺います。核兵器禁
止条約の締結に反対し、核兵器廃絶に背を向けている日本政府に対して、その姿勢を改めるよう、市として
求めるべきと考えますが、市長に伺います。
保育所の待機児解消について
　４月１日現在の認可保育所等の定員は昨年比で1,847人増の26,586人に対し、利用申請数は昨年比で2,314
人増えて29.890人にのぼり、入所できなかった保留児童数は、定員を超えて入所を受入れてもなお、2,891
人となりましたが、待機児童はゼロと発表しました。申請数、保留児童数いずれも過去最多となり、利用申
請者の約１割（9.67％）が入所できませんでした。今年４月の政令市実態調査で、本市は申請しても入所で
きなかった割合は政令市でワースト１位であり、実数では横浜市に次いでワースト２位です。マスコミも「隠
れ待機児童、過去最多」と一斉に報じました。
　わが党はこの間、入所申請して入所できなかった人数を待機児童とすべきであり、少なくても本市が待機
児童に含めていない・保護者が育児休業中、求職活動中等について、待機している具体的な実態をあげて待
機児童にカウントすべきと繰返し求めてきました。新年度、国が待機児童の新定義を示しましたが、育児休
業中の保護者の子どもについて、「保育所に入所出来た時に復職する事を確認出来る場合」には待機児童に
含める事とし、入所保留通知発送後などにおいて、「復職を確認できない場合」には待機児童に含めない事
としました。本市は４月１日時点で産休・育休を取得中の申請数は331人ですが待機児童に含めていません。
331人が入所できた時に復職することを確認できなかった人数なのか伺います。本市は保留通知発送後に約
２週間、平日夜間及び土曜日にも相談にのる事を含めアフターフォローを行なっていますが、331人のうち
復職の意向を持つ方は何人くらいと見込んでいるのか伺います。
　今回、県内では、本市をはじめ定義変更に対応できなかった10市町を除いて藤沢市、座間市、海老名市、
厚木市などが新定義で算出し、待機児童の増加の要因になったとの報道がありました。育休は復職を前提に
していますから大半は待機児童になると考えます。10月１日現在の発表は新定義に基づき算出すべきと考え
ますが伺います。
2017年度の保育所整備等の取組について
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　子どもの未来応援プランに示されている2017年度の保育の確保方策は、保育所、認定子ども園で26,846人、
地域型保育で1,156人、合わせてこれら認可保育園で28002人を確保する計画です。しかし、今年４月の認可
保育所の利用申請は、29,890人で、申請数が計画よりすでに1,888人も上回っています。計画の中間年度で
ある今年度中に計画を見直す事としていますが、保育ニーズが近年、ますます増大しています。実態を反映
し認可保育園の確保方策を上方修正すべきです。伺います。
　政令市で自前の園庭がない認可保育園について調査したところ、本市が最も多く、私立保育園280カ所、
総定員21,150人中85カ所、総定員4,070人が園庭のない保育園でした。次が横浜市59カ所ですから本市が突
出して多いということと、京都市、神戸市、福岡市をはじめ９政令市が園庭のない認可保育園はゼロ、名古
屋市でも９カ所、470人でした。本市では、近隣の公園に４カ所～５カ所から保育園児が散歩に集ってきて
ひしめき合いながら遊ぶ姿をよく見かけます。乳幼児が安心して外遊びができる保育環境が必要です。本市
が整備に重きを置いている、民間事業者活用型の整備手法では、園庭のある保育園がなかなか整備できない
実態があることからも、園庭のある認可保育園の整備にもっと積極的にとりくむべきと考えますが伺います。
教育をめぐる環境改善について
教職員の長時間労働と多忙化改善について
　かねてから指摘されていた教員の長時間勤務の悪化ぶりが４月28日に公表された文部科学省の勤務実態調
査で明らかになりました。10年前の調査よりも労働時間がさらに増え、小学校教諭の約３割、中学校教諭の
約６割が『過労死ライン』に達していたといっせいに報じられ、「過重な業務　教員悲鳴」「授業や部活時間
増が要因」「教員増やしての悲鳴」などの見出しや、教員に密着取材した記事では「21時退勤後も自宅でプ
リント作成」、午後10時以降まで勤務が多いという教師は「不登校生徒の家庭訪問、教育委員会の調査やスクー
ルカウンセラーら専門スタッフとの調整などの校務のほか運動部の顧問も勤め、放課後や土日には練習や大
会がある」とありました。
はじめに本市の教職員の勤務実態調査について
　私たちはこの間、本市の教職員の長時間・多忙化の改善を強く求め、退勤時間を自己申告ではなくICカー
ドなどの客観的な記録で把握すべきである。勤務実態調査を行うこと、政令市移管に伴い少人数学級の拡充
等を求めました。
　先日の文教委員会では、本市も2017年下半期に勤務実態調査を行い、教員の本来的な業務以外の業務を見
直し、教員以外の職員や専門スタッフと役割分担する。市立小、中、特別支援学校の全教職員対象にアンケー
ト調査と、20～30校抽出しヒアリング調査を2017年度中に順次実施。2018年度中に分析と実施に向けたヒア
リング、2019年度からモデル実施すると報告がありましたが、全校実施まで３年間もかけるというのでは、
あまりにも現場の深刻な実態からすれば遅すぎます。もっとスピード感をもって進めるべきです。調査の分
析と実施に向けたヒアリングを早急に行ない、19年度には本格実施すべきと考えますが伺います。
教職員の退勤時間の把握をICカードで行なうことについて
　先の文教委員会では、教員の勤務形態は事務方の職員と異なる部分もあるので、同じICカードを利用した
職員情報システムを使って対応が可能かどうかを協議調整するとのことでしたが技術的には可能なはずで
す。川崎市役所としてIＣカードの利用について2017年度中に運用開始を検討するとの事ですから、同時期
に進めるべきですが伺います。
部活動の適正な運営に向けての取組について
　市教委は部活動実態調査を，昨年度11月から１月にかけて52校の中学２年生と全校職員及び保護者（PTA
役員）に実施しました。川崎市立中学校部活動検討専門会議は「生徒・教職員の約３割弱が『週７日』活動
している等の実態は、生徒のバランスのとれた健全な育成と教職員の勤務負担軽減の観点から、早急に改善
すべき課題である」と指摘、市教委は５月に、各中学校に対し、週間の中に少なくても１日の休養日を設定
する。学校として各部活動ごとに、週の休養日以外の「ノー部活動デー」を月の予定の中に設定する。朝練
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習を実施する場合、実施基準を明確にし計画的に行なうことの依頼通知をだしました。『週７日』の課題を
解決するには、学校として、又は各部活動ごとに、土曜日か日曜日の休業日を設定することを検討すべきと
考えますが伺います。
教育委員会会議の音声データの消去について
　2014年８月17日と30日開催の教科用図書の採択に係る教育委員会会議の議事を記録した音声データについ
て、市民から９月８日（と24日）に開示請求が行われましたが、教育委員会は「音声データは会議録を作成
するために補助的に用いたものであり、公文書には当たらない」として、９月22日（と30日）に拒否処分。
　開示請求者は11月７日（と11日）に異議申立。教育委員会は教育委員長名で、11月17日に川崎市情報公開・
個人情報保護審査会に諮問。教育委員会は「会議録（案）が完成したため2014年10月に音声データを消去し
た」と説明。
　保護審査会は2015年12月22日に答申。「音声データは公文書である」と明確に判断したうえで、「公文書に
該当するとの見解があることを知りながら、あえて本件音声データを消去したことは、川崎市情報公開条例
および川崎市教育委員会事務局公文書管理規則の趣旨をないがしろにするものとして非難されてしかるべき
もの」と付言。
　2016年12月22日に、開示請求者は川崎市を被告として訴訟を提起。
　2017年５月18日の文教委員会では、教育委員会は「音声データを2014年10月21日と31日に消去したとして
いたが、ＩＣレコーダで録音した音声データが庁内共有ファイルサーバ内に2015年９月まで残っていた」と
報告。これまで消去したとしていた日時から11ヵ月後まで存在していたことが発覚。また、「そのデータを
複写した音声データが庶務課所有のＵＳＢメモリ内に2016年３月25日から30日まで存在していた」事実を報
告するとともに、担当課長を停職３ヵ月、担当係長を文書注意という処分を行なったと報告しました。そこ
で伺います。
　2014年９月時点での教育委員会による「音声データは公文書にあたらない」という判断は、誰がどのよう
な理由でいつ下したのか、伺います。市民による開示請求があった時点で、「少なくとも音声データが公文
書に当たるという見解がある」と認識できたはずです。開示請求の後、音声データが公文書に当たるかどう
かの調査や問い合わせを、なぜ行わなかったのか、伺います。教育委員会事務局公文書管理規則にある、開
示請求があったものは「保存期間を一年間延長する」という措置を取らなかった理由も伺います。９月22日
と30日に「川崎市教育委員会」の名義で、開示請求拒否通知が出されていますが、音声データが公文書に当
たるという見解があると知りながらも「会議録を作成するために使用した電磁的データは会議録を作成する
ための手段として補助的に用いたものに過ぎないことから、開示の対象とならない」という理由で開示拒否
を判断した根拠はどこにあるのか、判断した責任者は誰なのか伺います。
　川崎市情報公開条例は、「憲法が保障する基本的人権としての知る権利を実効的に保障することが、市政
への市民参加の推進と市民の信頼の確保を図り、公正かつ民主的な市政を確立する上において必要不可欠の
前提である」として、その原則を「知る権利は最大限に尊重されなければならない」とし、前文で「非開示
とすることができる情報は、必要最小限にとどめられること」としています。情報公開条例の解釈と運用に
ついて定めた「情報公開ハンドブック」では、「電磁的記録を含めて対象公文書を広くとらえている」とし、
公文書の対象とならないものについて「個人メモや下書き」などを例示するにとどめています。憲法の知る
権利やこれまでの解釈と運用のあり方から逸脱して、なぜ音声データを非開示処分としたのか、伺います。
　11月７日の異議申立を受けたのち、市情報公開・個人情報保護審査会に対して、教育委員会は教育委員長
名で「会議テープは～10月21日・31日に～処分を行った」「そのため…会議テープは、不存在であり、提出
することはできない」と回答。開示請求の時点のみならず、保護審査会による審査の最中にも音声データが
存在していたのにもかかわらず、「存在していない」と説明していたことになります。音声データの存在の
有無をどのように調査し確認したのか、伺います。
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　教育委員会事務局指導課では、同様に教科用図書選定審議会の音声データの開示請求があったために、審
査会の結論が出るまで音声データを保存していたとのことです。同じ教育委員会事務局内部にもかかわらず、
条例等に基づき適正なデータの扱いをしていた指導課と異なる対応が、なぜ庶務課では行われていたのか伺
います。
　先日の文教委員会では、2015年９月14日から17日の間に共有ファイルサーバに保存されていた音声データ
を消去した、との説明がありました。市情報公開・個人情報保護審査会の答申では、「本審査会が、平成27
年９月18日に、審査会事務局に現地調査をさせた」ところ、「本件音声データは存在していないことが確認
された」と述べています。審査会が教育委員会に対して、現地調査をする旨の通知を行ったのはいつだった
のか、通知したのはどのような内容だったのか、総務企画局長に伺います。
　庶務課所有のＵＳＢメモリ内に存在していた音声データについてですが、2015年12月に審査会の「音声デー
タを消去したことは、川崎市情報公開条例および川崎市教育委員会事務局公文書管理規則の趣旨をないがし
ろにするものとして非難されるべき」という答申を受けてもなお、ＵＳＢメモリまで含めた音声データの有
無にかかわる調査を行わなかった理由について伺います。川崎市情報セキュリティ基準では、ＵＳＢメモリ
など可搬媒体についても情報資産台帳などを作成しデータを適正に取り扱うよう求めていますが、なぜＵＳ
Ｂメモリ内の音声データの存在を把握できなかったのか、伺います。
多様な性のあり方に対する施策について
　LGBTなど性的マイノリティの課題が人権問題であるとの認識が社会に広がり、性の多様性についての理
解や多様な性に対応した整備が広がっています。渋谷区が自治体で初めて同性パートナーシップ条例を制定、
政令市でも札幌市が制度を導入するなど各地の自治体で制度導入がすすんでいます。
　2006年のジョグジャカルタ原則が採択されたのに続き、2011年６月17日、国連人権理事会で「人権　性的
指向・性自認」決議を採択。性的指向と性自認は、あらゆる人に共通する事項であるにもかかわらず、特定
の性的指向や性自認についてのみ、否定されたり抑圧されたり差別に曝されたり権利が制限されるのは、人
が生まれながらにして自由かつ平等であることに反するということが明確になりました。従って、LGBTの
課題解決は「少数者にも権利を認める」ことではなく、「もともと同じ権利がある」ことを前提に人権保障
を阻む障害を除去する視点でなされなければなりません。
　私たちはこの間、渋谷区、世田谷区、文京区、大阪市淀川区、岡山市、横浜市などの取組みを視察してきま
した。５月の東京レインボープライドにも参加。市内外の当事者の方たちからお話を聞かせていただきました。
７月９日には当事者でもある南和行弁護士を講師に中原区で市議団主催の講演会を企画しているところです。
　パートナーシップ宣誓制度を策定した世田谷区がNPO法人ReBitなどの協力で実施した「性的マイノリティ
支援のための暮らしと意識に関する実態調査」では約1000通の回答があり、切実な要求が寄せられています。
　市町村に望むことでは、「LGBTの子どもたちが差別されない、将来に希望を抱ける教育に取り組んでほ
しい」が75％、「医療や福祉で法律上の夫婦・家族と同等のサービスや扱いを受けたい」が67.4％、「相談窓
口をつくってほしい」が46％、「行政職員や教職員に啓発をしてほしい」が63％、「医療機関・介護施設等の
職員に啓発してほしい」が56％、「公営住宅に同性パートナーと住めるようにしてほしい」が56.4％、「民間
賃貸住宅へ円滑に入居できるようにしてほしい」が58％など、どれも切実な要望であることが分かります。
また、こどもの頃に困ったことでは、「正しい情報の不足」が66.6％、経験したことでは「自殺したいと思っ
た」が49.7％、「自殺未遂」が18.9％で合わせて７割にものぼっています。これは、私たちが当事者の方た
ちからこの間お聞きした内容と共通しています。
　性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会が監修した
「性自認及び性的指向の困難解決に向けたガイドライン」が2016年７月に作成されました。当事者のみなさ
んの切実な要望に基づいた『ガイドライン』を具体化した取り組みが自治体に求められています。
　東京都文京区は今年３月、このガイドラインをもとに、「文京区職員・教職員のための性自認および性的
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指向に関する対応方針」を制定。「私たち職員が様々な人々と接する中で、その困難に気づき、他者への理
解を深め、個を尊重する人権の課題として窓口の対応や施策のあり方などについて真摯に捉え直し、これか
らの区政を進めていく」としています。川崎市においても、こうした立場で取り組むことが必要です。
市民に対する対応について
　文京区の指針では、①窓口や電話での応対等について、本人確認は番号等で対応し、氏名を呼ぶ場合も苗
字だけにする、必要のない性別欄は削除する、所管事業の見直しとして、現行制度上、親族であることを条
件とするものの条件緩和をはかる。行政サービスの申請時などにはパートナーは異性と限らないことも踏ま
える。②公共施設の利用は性自認に配慮し、性別区別を廃止した『誰でもトイレ』『誰でも更衣室』をつくる。
③災害時の対応として、地域防災計画の見直しや避難所運営マニュアルの作成には専門家や当事者の意見を
反映させる。としています。
　本市も市営住宅への入居基準や市立病院の治療方針を決める際に同性パートナーを家族と同じ扱いにする
ことなども含め、このような対応をすべきです。伺います。民間の住宅や病院での扱いの改善を求めて不動
産業界、医師会に申し入れるべきです。伺います。さらに、他都市の取組みのように当事者のための電話相
談窓口やコミュニティースペースの設置も行なうべきです。伺います。
市職員の職場内の対応について
　ガイドラインなどでは、職場内の対応では、①性的指向・性自認に関しての差別的言動は人権侵害であり
行わない。トイレや更衣室、宿泊を伴う出張の際の部屋割りや入浴時間などに留意する。②ハラスメントに
係る相談体制の整備を図る。③福利厚生制度の利用に際し、同性パートナーの事情を配偶者と同様に配慮す
るなど制度を検討する。各種制度で法律上の「親族」「女性」とされている規定の検討をはかる。などとさ
れています。川崎市も同様に検討すべきです。伺います。
教育について
　ガイドラインでは「教育現場において最も対応が急がれている課題の一つは性的指向や性自認に関する子
どもたちのいじめをなくし、自死を予防すること」とあります。日高康晴宝塚大学教授の調査では、同性愛
者や両性愛者の男性のの自殺未遂体験者が異性愛者より多いと報告されています。学校教育でLGBTに関す
る誤りのない情報が提供され、当事者の気持ちに配慮した関わりがされれば、LGBTの子どもたちが自己肯
定感を持ち、自分を否定せずに生きる一歩となります。
　世田谷区では、2011年度から年間400人以上の教員（世田谷区全体で教員は３千人程度）が性的マイノリティ
に係る研修を受けています。道徳や家庭科・保健体育などで授業を行ない、教師の自主教材も活用しながら
人権教育として取り組んでいました。強く印象に残ったのは、教育委員会が「本当に差別のない社会をつくる
ためには、子どもたちにLGBTをはじめ人権教育をしっかりと行なうこと。そうすれば10年後、20年後に社会
人となった彼らが中心となって差別のない世田谷区にできる」という理念のもとに取り組んでいる姿勢でした。
　文京区の指針では、「学校教育の中で一定程度の当事者がいることを前提にした配慮をする。配慮は特別
に行なうものでなく、子どもたちそれぞれの個性に応じた１つとして行ない、保育施設、児童館、学童保育、
図書館など区の施設に勤める者や民生委員・児童委員、PTAや校庭開放の担当者など子どもたちに接する全
ての行政サービスに関係する方々にも周知し、理解を促進していくことが求められる」としています。
　そして、学校内の体制として、性的指向・性自認にもとづく差別・いじめに厳しい態度で臨む。相談体制
や情報を得られる環境、更衣室やトイレの配慮、教職員の研修。
　子どもの発達段階に応じた人権教育の実施、多様なロールモデルを前提とした進路指導を行なう。健康診
断や宿泊行事に配慮する。標準服や体育着、水着など申し出によって希望するものの着用を認める。学校へ
の提出書や生徒証、卒業証書など性別記載の必要の有無を見直す。通称使用を検討する。など、きめ細かな
対応を求めています。川崎市においても、教育の現場でこのような対応をすべきです。伺います。
　多様な性への対応に取り組んでいる自治体の視察や当事者の方たちの聞き取りからわかることは、条例や
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要綱の作成・宣言が、行政がLGBT、SOGIに対する差別を許さず、支援する立場に立つことを示すことに
なるということです。そのことが当事者の方たちを励まし、市民の中で差別をしないという共感を広げる契
機となり、自治体の施策全体を見直し、個別の施策に反映していくことにもなるということです。
　南弁護士は、渋谷区のパートナーシップ条例について、行政という公権力が、性的少数者が社会で生活し
ている事実と、当事者が偏見や差別に曝されている事実を認め、偏見や差別を打破するのは当事者の努力や
行動ではなく、むしろ当事者を取り巻く人々や社会の意識が変わることによるべきと宣言するものである」
と評価しています。
　施策を個別に取り組む前提としてLGBT、SOGI支援宣言を行うことが効果的なわけですから、川崎市も
要綱や条例などでこうした宣言を行うべきです。市長に伺います。
障がい者施策について
　第２期障害者通所事業所整備計画についてです。特別支援学校を卒業する市内在住の障がい児全員が、卒
業後地域で日中活動に参加できるよう、「在宅ゼロ」をかかげて、昨年度から８年間で通所施設の定員を560
名拡大するとしています。
　定員60名から80名の規模の施設は市有地を活用し、ショートステイや重症心身障がい者を一定程度受け入
れるよう整備するという計画ですが、進捗状況について伺います。市有地、県有地などの公有地は何か所候
補地があるのか伺います。
　重症心身障がい者が利用できる通所施設が少なく、全市でわずか８か所、定員は20名程度にすぎません。「利
用を申し込んでも何か所も断られた」と整備への強い要望が上がっています。平間配水所跡地に開設する施設
では何人受け入れるのか伺います。既存の施設でも重症心身障がい者の受け入れを拡大すべきですが、伺います。
　「在宅ゼロ」を達成するために新卒者は養護学校の進路指導の先生とケースワーカーなどが最後の一人ま
で必死で進路先を決めてくれます。しかし、就職先や通所施設をやめてしまうと、あとのフォローがないた
め、結局在宅になってしまう人がいます。卒業前から居住地の障害者相談支援センターとしっかりつなぎ、
卒業後何かあったら相談支援センターに行くようにすれば、継続して支援することができます。教育委員会
として各区の相談支援センターとの連携について検討すべきと思いますが伺います。現状では、どの相談支
援センターもいますぐ毎年数十人の卒業生を受け入れる体制がありません。繰り返し求めているように相談
支援センターの箇所数と人員を増やすべきと思いますが、伺います。
高齢者施策について
　2018年度から2020年度を計画期間とする「第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定作業に
入っていると思いますが、今年３月に作成された平成28年度川崎市高齢者実態調査報告書に沿って伺います。
　一般高齢者調査では、南部が高いものの、全体の17％が一人暮らし高齢者ということです。日常生活にお
いて金銭的な負担感の大きいものは、社会保険料の負担感が最も多く、食費の割合が３年前の調査と比較して、
10ポイント以上上がっているということは高齢者の生活がさらに厳しくなっていることではないでしょうか。
　川崎市の介護保険料について、高い、やや高いと感じている人は、約４人に３人でそのポイントも上がっ
ています。サービスを受けたときの自己負担についても、負担は最小限にしてほしい、が7.9ポイント増加
しています。
　介護保険開始当初から保険料は２倍以上跳ね上がりました。
　ここから見えてくるのは、すでに介護保険料の負担は限界にきているということではないでしょうか。介
護保険の国庫負担金は原則25％ですが、そのうち５％は調整交付金のため川崎市には2.7％しか来ていませ
ん。仮に、調整交付金が５％交付されていたら第一号保険料はどの程度軽減されるのか、伺います。準備基
金積立金見込み額は今年度末で19億7000万円ほどですが、全額使ってもいまのままでは、値上げを抑えるこ
とは難しいのではと思います。一般財源の投入を含め、あらゆる手段を駆使して、保険料のこれ以上の値上
げはすべきではありません。見解を伺います。
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高齢者特別乗車証について
　４割の一般高齢者が利用していて、そのうちの６割以上の人が「今のままの制度がよい」と回答しています。
以前から伺っていますが、特に一般高齢者にとって、外出時の足となり、積極的介護予防、地域経済の活性化
にも寄与している高齢者特別乗車証について、負担を増やすなど見直しはやるべきではありません。伺います。
特別養護老人ホームについて
　要介護３以上の方でも、待機年数が３年以上を超えている高齢者が４割近くいます。しかも３年以上待機
している高齢者は2013年度に比較して23.1％から39.8％と16.7ポイントも増えています。入居の申し込みを
した理由について、「介護している家族の負担が大きいため」がこれも３年間で14.3ポイント増えています。
自宅で待機している高齢者も10.3ポイント増加していることも含めて、特別養護老人ホーム整備の遅れの深
刻さを今回の実態調査が如実にあらわしていると思います。
　この間、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームなどの住宅への入居が奨励されてい
ます。特養ホームの待機者は４月１日現在で4,276人、なるべく早く入居したいは3,156人で、昨年10月より
若干減ったものの、この３年間の特養整備は430床でしかありません。待ちきれなくて他の施設に入所され
た方も多いのでは推測します。しかし、ダントツ多い５割以上の人が入居は「特別養護老人ホーム以外は、
考えていない」と回答しています。これらの実態を踏まえて、第７期計画では、思い切った整備数を確保す
べきです。うかがいます。
介護保険事業者調査に関連して
　居宅介護サービス事業所と介護保健施設等は「人材の確保が困難」と回答した割合が80％前後で非常に高
いという結果でした。居宅介護支援、居宅介護サービス、介護保険施設とも50％前後で、介護報酬が低いと
回答し、居宅介護支援では介護報酬に反映されない業務が多いと70％以上の事業所が回答しています。
　全国調査と比較して、市内事業所が「職員の採用が困難である」と回答した割合は86.4％と15.6ポイント
多く、「離職率が高い」と回答した割合は21.6％と5.8ポイントと高くなっています。さらに、「仕事がきつい」
と回答した割合は4.6ポイント高く、「賃金が低い」からと回答した割合は4.3ポイント高いということでした。
このことへの事態認識を伺います。
　全国調査と比較しても深刻な川崎市の介護人材の確保について、その対策として介護ロボットと外国人介
護職の採用などをあげられましたが、採用が困難な理由の第一位は、「賃金が低い」です。まさか、外国人
介護職なら賃金は安くても働いてもらえるなど思ってはいないでしょうか。「賃金が安い」ことへの対策は
急務です。国はこの４月から介護職員の報酬を１万円引き上げることにしましたが、財源は介護報酬からで
あり、これは利用者負担につながります。一般財源からの処遇改善を国に要求するとともに、川崎市独自で
も処遇改善策を講じるべきではないでしょうか、伺います。　
中小企業対策について
住宅リフォーム助成制度の創設について
　私たちは地域の建設業の振興と地域経済そのものを活性化させる対策として「住宅リフォーム助成制度」
の創設を求めてきました。しかし、市の対応は「本市では耐震改修など目的を明確にした住宅工事等の助成
制度を既に実施している」「事業者みずからが継続的に受注を確保できるよう支援する」と、補助制度の導入
の必要性を認めようとはしませんでした。しかし、「住宅工事等の助成制度」の活用では、施工事業者を市内
事業者に限定できません。国土交通省の「住宅市場調査」では、リフォームしたいと考える方が業者を選ぶ際、
情報を得る方法でトップなのが「知人の紹介」ついで「以前から付き合いのある業者」とのことです。業者
選考は「実績」を重んじているといえます。しかし、営業力が大手リメーカーに劣る地元事業者には、その「実
績」を作るのも大変です。「リフォーム助成制度」が地元の実績作りに効果的であることは、他都市の事例か
らも分かります。2001年度に「リフォーム助成制度」を立ち上げ、現在も助成を実施している明石市では、
制度利用者への追跡調査を行っており、助成制度がリフォームの動機となった割合が62％という結果になり
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ました。もちろん、施行業者は市内に本店や支店などの事業所があるものに限られることから、地元事業者
の実績作りに大いに役立ちました。本市では、「住宅相談会」などの取り組みを通じ、仕事確保の機会を広げ
ていますが、「リフォーム助成」は、地域の事業者が地域での実績作りに役立つと考えないか、伺います。
ビジネスマッチング事業について
　大阪市では、大阪市都市型産業振興センターへの委託事業として「ビジネスチャンス倍増プロジェクト」
を行っています。これは主に、事業継続を目的というよりも、新たな事業拡大、創業支援を目的にしている
ものです。現在、約50名の技術系の企業役員OBが「お見合いの仲人役」となるマッチングナビゲーターとなっ
てそれぞれ企業を個別訪問し、優れた技術を把握し、月１回の全てのマッチングナビゲーターが参加しての
マッチング会議を行い、2002年からの16年で5300社の訪問、約13000回のマッチング、受注総額約145億円の
実績を上げているということです。
　川崎市でも、「出張キャラバン隊」事業を行い、専門家が３～４人でも、大きな実績を挙げていますが、
大阪市との違いは何といっても、約50名の企業役員OBが、個々に直接企業に電話をかけ、断られることも
多いということですが、それでもめげずに訪問し、それぞれの企業の細かい技術まで把握して、きらりと光
る技術を見つけ、専門家のネットワークを生かして他の企業とお見合いを行うという点です。今ある出張キャ
ラバン隊事業を発展させ、目利きの企業役員OBを増やして、大阪市に負けない中小企業支援事業にするべ
きと思いますが、伺います。
　さらに大阪市では、展示商談会でも特色がありました。大阪市では、総合展としてではなく、技術テーマ
を絞った展示会を行っているということです。例えば、「金属加工」「香りの技術」「機能性フィルム」「粉体
処理技術」など、非常に限られた分野ですが、逆に、限定された分野だからこそ、冷やかし半分の事業者は
集まらず、実際に求めている企業が集まり、商談が進むことが多いとのことです。こうした取り組みについ
て、今後の参考にすべきと思いますが、見解を伺います。
商店街支援について
　私たちが訪問した大阪市は商店街の衰退傾向に歯止めをかけ商業活性化につなげていくため他都市の取り
組みを調査していました。活性化に自力で取り組むことが困難な商店街が継続的に活動していけるように、
寄り添い型で、しかも３年～５年と市の職員が一体となって、商店街の運営の仕組みづくりなどを支援して
います。川崎市内商店街でもかつてAランクでイベントを行い、商業アドバイス事業などでまちづくりにつ
いて議論してきた商店街が今では会員減で大変困難な商店街となっています。大阪市で進めているように活
性化に自力で取り組むことが困難な商店街に対し実践を行うことを基本に実態把握し運営主体を拡充し育成
する継続的な支援を行うべきですが伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　東京都では、2015年度から2017年度までの３年間で15000人の正社員化を目標に掲げ、総合的な非正規雇
用対策を展開していますが、３年目をむかえ実施状況について話しを聞きました。東京都は、正規雇用に転
換するための事業を多数実施していますが、その中でも正規雇用転換促進助成金制度が大変好評で、この事
業だけで15000人の目標を達成する見込みです。この事業は、社内で非正規雇用者を正社員に転換した企業
に対して、国と都から最大100万円支援するものです。2016年度は、目標6500人を大幅に引き上げ、今年の
１月末段階で12000人が申請し、6000人が決定したとのことです。2016年度３月末までの正確な数字は出て
いないものの、目標はすでに超えているとのことでした。そのため、2017年度では、さらに目標8000人、予
算規模は40億円に拡大をしました。約95％の中小企業で勤務する労働者がこの助成制度を利用して非正規か
ら正規雇用に転換をしています。人手不足の解消や従業員研修などによる中小企業の負担軽減につながるこ
とから、事業者からも大変喜ばれているとのことでした。本市でも、東京都のように、非正規から正規雇用
に転換していけるように、国の事業を利用して上乗せ支給する事業を実施すべきです。伺います。
東芝のリストラ、事業の売却と分社化による雇用と地域経済への影響について
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　経営再建中の東芝は2017年３月期決算の確定ができず、経営実態の深刻さが明らかになっています。2017
年３月期の最終赤字１兆円、債務超過は6200億円にも及ぶ国内製造業で過去最大との報道もあります。東芝
の従業員数は３万6600人、グループ会社全体で約15.3万人ですが、経営継続を図るため、既に子会社した東
芝メモリの売却と７月以降順次、事業主体を本体から切り離して４事業に分社化して子会社に移すリストラ
を進めると発表しました。分社化の対象は２万人ともいわれています。
　経済労働局によると、市内にある東芝事業所に関係する従業員数は１万4000名、市内に本社を置く東芝グ
ループ企業数は36社、２万8426名。数値はHPからの参考で、下請け企業数、従業員数については把握して
いないとのことです。今年２月、「東芝の業績悪化による影響に関するアンケート調査」も、回答を得た企
業数は119社と１割未満と少なく調査は極めて不十分といわざるを得ません。いまリストラを行なうと発表
している訳ですから東芝に直接出向きリストラの動向、実態を把握することや下請け企業まで、正確な雇用
人数などの現状を報告させるべきです。また、下請け企業、従業員へ影響への聞き取り調査を行なうなど、
リストラによる雇用と地域経済への影響に対し、あらゆる手立てを講ずる必要があります。そのためにも、
県労働局と連携し本市に雇用対策本部を設置すべきですが、市長に伺います。
　事業再建の名で拠点閉鎖・売却が行なわれ、人員削減、給与削減などで従業員に犠牲が押し付けられてい
ます。ルネサスエレクトロニクスでは人員削減と給与・賞与引き下げ、退職強要、退職勧奨しても辞めない
従業員を職種が違う部署への配転や仕事を与えない「追い出し部屋」への異動など人権侵害の違法行為で４
万8000人の従業員を２万7000人削減しました。リストラでこうした違法行為をしないよう東芝に求めるべき
ですが、市長に伺います。
市の「働き方改革」について
　３月議会の代表質問で、市職員の長時間労働について質問。36協定で定めている時間外労働時間の上限、
年360時間を超えて働く職員は942人、年1000時間を超えた職員は28人、過労死ラインといわれる月80時間を
超えた職員は528人もいる実態を告発。この異常な長時間労働は、人口が15万人増えているのに職員が増え
ていない、職員の増員こそ必要であると訴えました。しかし、３月に市が発表した「川崎市働き方・仕事の
進め方改革推進プログラム」の中には「職員の増員」という文言はありませんでした。取り組みとして「水
曜日の完全定時退庁の実施」や「午後８時以降の時間外勤務の原則禁止」などが言われています。各部局に
短時間で策定が促されたようですが、仕事量はあまり変わらないで、このような取り組みを実施しようとし
ても、各部署の中間管理職の方も工夫できる範囲を超えているのではないでしょうか。職員は早朝仕事にで
てきたり、夜ひそかに仕事をせざるを得ない、そのためひいては健康被害の拡大、サービス残業の拡大にな
らないか、大変危惧します。伺います。
　働き方改革は、労基法からみても、時間外労働を前提とせずに計画を立てることは当然であり、現状どの
くらいの仕事量が時間外で行われているのかを把握して、その仕事量に見合った人員計画を立てる必要があ
ります。川崎市の場合、2015年度の時間外労働の総時間数は年間117万時間にもなり、これは職員619人分の
労働時間、仕事量に相当します。この時間外労働で補っている619人分の仕事量を今の職員数でどうやって
改善するのでしょうか、伺います。改革の項目にある年次休暇を完全取得しようとすれば、約69万時間を誰
かがカバーしなければならず、この仕事量は職員364人分に相当します。さらに人口は今後87000人増加し、
これに比例して職員を配置すると762人必要になります。これらを合わせると約1750人分の仕事量をカバー
するだけの人員が必要です。この仕事量に見合った人員計画を立てる必要があると考えますが伺います。
現在も進行中の武蔵小杉駅周辺のまちづくりの課題について
　中原区の武蔵小杉駅周辺の人口増による課題については、マスコミにもたびたび登場しています。
　まずは武蔵小杉駅の問題です。私たちは、周辺住民のみなさんと共に、何度となく小杉駅のウォッチング
を行い、混雑解消を含む駅の安全性の問題、住民にとっての利便性の問題などについて、この６月もＪＲ東
日本横浜支社に出向き、要請を行ってきました。ホームドアの問題です。市長も今年１月の新聞インタビュー
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で、ホームドアは早期設置をしてまいりたい、と表明されましたが、ＪＲ東日本は、武蔵小杉駅の混雑につ
いては。真剣に検討しているとしながら、ラインでの整備を基本にしていて、京浜東北線への設置の後、武
蔵小杉駅への設置になるとの回答でした。これではいつになるのか、駅の安全性を考えたら悠長なことは言っ
ていられません。さらに早期設置を要求すべきですが、伺います。新たな改札口の設置について、ＪＲ側は
混雑緩和、安全性の確保のために検討しなければというものでした。川崎市との検討をすすめていきたい、
と話しておりました。横須賀線ホームにもう１本増設することに対しては、いい提案をしていただいた、と
話し、相手もあることなので、川崎市との協議をすすめていきたい、と話し、南武線ホームの拡幅については、
ＪＲの敷地ということからみれば厳しいという点もあるが、なんとか努力していきたい、と表明されました。
　駅の問題は一義的にはＪＲの責任なのかもしれません。同時にコンパクトなまちづくりといいながら、極
端な人口集中のまちづくりを進めてきた川崎市として、積極的にＪＲ側と検討をすすめ、具体的な駅改善の
形を示すべきです。そうでなければあまりにも無責任と言わざるを得ません。伺います。
　入所施設の希望がかなわなかったこども、保育施設の不足は、中原区がいちばん深刻でした。さらに、住
民のみなさんから出る声はこれだけの大きなまちなのに付近に文化施設があまりにも希薄という声です。演
劇、音楽、映画など身近に触れられる音響もしっかりした施設がほとんどありません。25万人の区に図書館
がひとつしかない、というのも文化水準の向上からみても放置できないことです。今後の教育・文化施設の
整備について、見解を伺います。
等々力陸上競技場第２期整備基本方針（案）について
　増改築案による整備になる方向なので、プールとの複合化は難しい、ということでした。2013年４月の「等々
力プールの速やかな代替措置を求める請願」の審査では、プールの意義や必要性について、各委員がこもご
も語り、局長も「プールは魅力の向上を図ることができる施設ではないか」と答弁しています。
　当時の担当課長は、「第２期整備は基本的には建て替えを前提にした計画と位置づけている」と答弁して
いました。この請願は全会一致でその趣旨を採択しています。
　たしかにこの請願審査のとき、改修案で整備を行えば、プール設置は構造的にむずかしい、と答えていま
すが、建て替えの方向が示され、これだけ設置の必要性についても議論がなされ、多くの市民は、等々力に
代替プールはできるものと期待をしていました。それを今回、増改築案になったから、「プールはできません」
では到底納得のいくものではありません。等々力緑地でのプール設置について、改めて伺います。
リニア中央新幹線について
　工事説明会での住民意見が反映されないまま、東百合丘、梶ヶ谷両非常口立坑工事が着工されました。29
万㎥もの大量の土砂をダンプ52,700台によって運搬する計画ですが、住民から交通監視員を増やしてほしい
という要望について応えていません。JR東海に対して、交通監視員を増加するように指導すべきですが対
応を伺います。
　しかも、工事規模が格段に拡大しており、周辺環境への影響についても明らかにされず、住民からの不安
の声が寄せられています。特に、梶ヶ谷地下保守用車両留置施設の構造や工法、影響などが一切説明されて
おりません。直ちに、説明会を開いて住民に説明するように指導すべきですが、伺います。次に、リニアの
工事により、県の矢上川調整池建設工事への影響が懸念されています。具体的な調査検討についてはどうなっ
ているのか、このことに対する住民への説明はどうなっているのか伺います。
　川崎市の命の水を運ぶ導水管が５か所でリニアのトンネルと近接交差するということですが、導水管への
影響を検証しているのか、導水管に影響はないのか伺います。
川崎港コンテナターミナル事業について
　ここ数年、コンテナ取扱量が増加傾向と言いますが、京浜３港の取扱量を比較すると、2015年度実績の割
合で、東京港は454万TEUで61％、横浜港は276万TEUで37％、川崎港は約10万TEUで３港全体のようやく１％
を超えた程度です。
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　川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度についてです。釜山港や国内他港のコンテナを川崎港の利用に転換
するコンテナ船を対象に、40フィートコンテナ＝１FEUにつき５千円、１つの申請・年間契約で１社に最大
１千万円まで補助する制度として始まり、創設当初２千万円で始まった事業が、今年度予算では１億７千万
円まで増額されています。取扱総量に占める補助対象個数の割合は、TEU換算で2012年度の５割程度から、
ここ数年は７～８割に増え、補助への依存度が増えています。コンテナ取扱量が増えたといっても、その７
～８割には市民の税金による補助金が付いていることが大きな要因です。創設当初の補助対象は新規のコン
テナだけでしたが、翌年度以降、コンテナが逃げないようにと、「継続事業」「増加事業」など新たな事業目
的が加わり、2015年度には「アジア貿易促進事業」、2017年度からは「リーファー貨物促進事業」「コンテナ・
ラウンドユース促進事業」「市内中小企業補助制度」など新たな目的の制度が次つぎ創設されています。港
のニーズがあればコンテナ船は来るはずです。横浜市では航路補助制度のみで、コンテナ貨物補助制度は実
施していません。川崎市は、際限のない税金投入の仕組みを続ける悪循環となっているコンテナ貨物補助制
度は廃止すべきと考えますが、伺います。
議案第73号都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の締結について
　設計と施工をＪＶに一括発注する理由として、工期短縮とともに、非常に難易度の高い工事であることを
挙げています。多摩川河口干潟の「生態系保持空間」をギリギリに避けた位置に橋脚を建設することなどが
難易度を高くする工事とのことです。
　国土交通省の多摩川水系河川整備計画で説明されている「生態系保持空間」とは、「全人類的見地から、
学術的に価値づけられる、広域的にみた貴重な生態系を保持しようとする空間」とされ、その管理方針は「生
態系保持空間」では「人の出入り」も「車両の出入り」も「原則禁止、学術研究目的等は可」とされていま
す。「原則禁止」とは「河川法に基づく乗り入れ規制及び車止め等の物理的規制など、現行法制上で河川管
理者がとりうる措置の実施を指す」とされ、保全のために最も厳しい規制をかける空間です。工事の作業で
は、その空間への出入りを避けるとしても、完成すれば永久にその空間には多摩川河口干潟を利用する鳥類
の飛翔に影響する橋が架かり、橋を通る車両の往来が日常化するわけです。
　今回の事業は、人や車両の出入りを原則禁止にしてまで保全しなければならないと決めた空間に巨大な橋
を架ける計画自体に無理と矛盾があり、全人類的見地からも許されない環境破壊の事業という認識はないの
か、市長の見解を伺います。
千鳥町再整備計画について
　荷さばき地を拡大整備するとして、2014年度予算ではＪＡ全農の所有地１万4114㎡を15億円で購入し、整
備費として約１億4400万円が予算化されました。この用地取得と荷さばき地整備を決めた2013年12月の計画
変更案の全体スケジュール案によると、土地売買契約は2014年９月、直後の10月から、その購入した土地で
「荷さばき地関連施設整備工事」「荷さばき地整備工事」が始まり、2015年４月から供用開始するとなってい
ました。その供用開始の予定から２年以上経ちますが、今年４月に現地を視察したところ、その土地は更地
の状態で、まだ荷さばき地整備の工事も始まっていない様子でした。2014年度予算では、その土地の買い取
りでＪＡ全農への15億円の支払いだけは執行され、荷さばき地の整備費は未執行で、その後2015、2016年度
も着工されず、今年度、１億1900万円計上されたとのことです。当該地での荷さばき地整備の緊急性・必要
性はなかった、現状で足りているということではないでしょうか、港湾局長の見解を伺います。
東扇島堀込部の埋立土地造成事業について
　建設発生土を有効活用することを前提とする堀込部の埋め立て事業ですが、2016年度に約１億700万円を
かけて基本設計委託調査を行っています。昨年の３月議会代表質問で港湾局長は、わが党が質問した「140
万㎥の埋立土量が来ると裏付けができる具体的な根拠」について「次年度に実施予定の調査結果により明ら
かになる」と答弁。さらに事業費用の算出根拠についても「１㎥あたり少なくとも１万円から１万２千円程
度で、条件により料金は異なる。次年度に予定の調査で総費用を算出し、その全てを転嫁することを想定し
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ている」と答弁しています。調査の結果から、総費用、埋立土量140万㎥が来る根拠、埋め立て用発生土の
単価、その全てを転嫁できる根拠についてお答えください。
　以上で質問を終わります。
【再質問】
市の「働き方改革」について
　長時間勤務の是正については、「定時退庁等の取組」や職員の「意識改革」などで対応するとの答弁でした。
今回の改革について現場では、「午後８時以降の残業禁止」については「一度消灯した後、また照明をつけ
て残業せざるを得ない」「朝早く出てやるしかない」などの声が出ていました。結局、今のままの仕事量を
職員の増員なしで「定時退庁等の取組」などを強調すれば、サービス残業などで対応するしかないというこ
とです。「職員の意識改革」などで解決できる問題ではありません。
　「職員配置の最適化」を進めるという答弁でしたが、それぞれの職場には専門性もありますから、簡単に
職員の配置を変えて対応できるわけではありません。何よりも、時間外労働で補っている仕事量が619人分
あるのですから、とても職員の配置換えで対応できる仕事量ではないと考えますが、伺います。「職員配置
の最適化」というからには「職員の増員」は必要ということでよいか、伺います。
音声データの消去について
　答弁の主語はすべて「当時の庶務課担当課長は～」というもので、組織的に真摯に反省する答弁はありま
せんでした。
　「音声データは公文書に当たらない」との判断を誰がしていたのかを聞いたのに対し、「当時の庶務課担当
課長が公文書に当たらない」と認識していた、との答弁でした。しかし、認識の前提となる判断は教育長が
していて、その認識が教育委員会で共有されていたということではないでしょうか。
　開示請求拒否処分は、平成19年度版情報公開ハンドブックの記述を踏まえて行ったとのことですが、同ハ
ンドブックの解釈では、対象にならないのは「起案文書を作成するため」に使用したフロッピィディスク等
とのことです。他方で、同ハンドブックは「当該職員の個人メモや下書きは対象とならないが」「行政内部
の審議に付されたものは『公文書』となる」としており、今回の音声データは教育委員会会議を録音したも
のですから、この点からも公文書と判断すべきでした。少なくとも、開示請求がなされた後は、審査会答申
にあるように、公文書に当たると判断すべきでした。
　実際に指導課は教科用図書審議会の音声データについて「公文書に当たらない」と考えていたものの、開
示請求があったことから公文書に当たる可能性があると判断したために保存していたとのことです。この判
断は教育委員全体で共有されていたはずですから、当該音声データについても、教育委員会は開示すべき公
文書として保存する判断をすべきでしたし、できたのは明らかです。
　さらに、2014年９月22日に開示請求者にあてた「開示請求拒否処分通知書」と、同11月17日に市情報公開・
個人情報保護審査会会長に諮問した際の文書は、それぞれ教育委員会と教育委員会委員長の名義で出されて
います。このことからも最終的な判断の責任は教育長にあったのではないでしょうか。伺います。
　答弁では音声データの存在について、調査をしていない、とのことでした。しかし教育委員会の当初の説
明と異なり、実際には共有ファイルサーバに約11カ月後まで音声データは存在していたわけです。教育委員
会の説明では、「開示請求がされたことから、普段なら共有サーバに保存しない教育委員会会議の音声デー
タを、複数の職員で共有できるようにするためにファイルサーバに保存した」とのことでした。したがって、
当然教育長も閲覧することが可能だったのですから、その音声データの存在を、教育長自ら確認すべきだっ
たのではないでしょうか。伺います。
　総務企画局長の答弁によると、現地調査を１週間後に行う、と９月11日ごろに通知したとのことです。と
ころが教育委員会は現地調査の前日から３日前までに、音声データを消去してしまいました。「前の年の10
月に消去した」と言いながら11カ月間保存していた音声データを現地調査の直前に消去したということです。
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　現地調査の直前に、審査の渦中の音声データを担当課長の一存で消去した、とは考えられません。教育委
員会が音声データをこのタイミングで消去することを決めたのはなぜか、教育長に伺います。
　再発防止策についてです。教育委員会の内部構成員のみをメンバーとする「検証委員会」を立ち上げると
の報告がありました。しかし、音声データが公文書に当たるという見解があると知りながら存在の確認もせ
ず、現地調査の直前に消去するという、情報公開条例の趣旨をふみにじる対応をしてきた教育委員会が、自
身の姿勢を正面から反省することなしに、検証し再発防止策を講じることができるでしょうか。
　「検証委員会」の構成を改めて、外部の個人情報や情報セキュリティの専門家や法律家をはじめ第三者を
含めて、音声データはじめ公文書の取扱いの検証のみならず、教育委員会の責任のあり方や体質改善に踏み
込んで再発防止策を講じるべきです。伺います。
教職員の長時間労働と多忙化改善について
　勤務実態調査のスケジュールですが、2019年度から体制整備を行なって全校実施ができるよう求めておき
ます。また、部活動の土曜日か日曜日の休養日を設定することについて、「学校として各部活動ごとに週の休
養日以外のノー部活動デーを月予定の中に設定すること」の運用の中で是非設定することを求めておきます。
　アンケートによる実態調査についてです。勤務実態を正確に把握するために個人が特定されない無記名、
封入方式で教職員の個人の尊厳が守られるようにすべきと考えますが伺います。
　教職員の出退勤時間の把握についてです。教員の勤務形態が一般職員と異なる部分もあるため、対応につ
いて関係局と協議・調整するとの答弁です。政令市のなかでは、大阪市、堺市、神戸市、北九州市、熊本市
がICカードを、名古屋市では磁気カードで把握しているとのことです。本市も是非ICカードなどによる正
確な出退勤時間の把握をすべきと考えますが再度伺います。
　文部科学省が2016年６月に示した「学校現場における業務の適性化にむけて」のなかで、教員の長時間労
働の状況を改善し、教員が子どもと向き合う時間を確保するために重点的に講ずべき今後の改善方策を示し
ています．その中で、「学校給食費等の学校徴収金会計業務の負担から教員を解放する」とし「学校の教員
ではなく、学校を設置する地方自治体が自らの業務として行なうための環境整備を推進する」とあります。
本市もかねてから要望があった給食費の公会計化をこの際、是非検討すべきと考えますが伺います。
　同時に文科省の実態調査結果はこれまで行なってきた業務改善方策の限界を示しています。本市が、子ど
もと向き合う時間を確保し、「教員を増やして」の切実な訴えに応えるには、業務の見直し、役割分担だけ
でなく、教職員定数を改善し教員を増やすことは不可欠と考えますが伺います。
東扇島堀込部の埋め立て事業について
　昨年実施した調査結果に基づいて明らかにするといっていた総事業費240億円の財政的な裏付けについて、
昨年の答弁では、建設発生土の受け入れによって、「次年度に総費用を算出し、その全てを転嫁する」と港
湾局長が答えていましたが、今回の答弁では、「本市の負担を極力かけずに」という答弁に後退しています。
これは、市の財政負担もあるということなのか、伺います。140万㎥の具体的根拠については、答弁があり
ませんでした。再度、港湾局長に伺います。
【再々質問】
音声データの消去について
　教育長は開示請求があった時点で「公文書だという見解がある」と判断すべきでした。また共有ファイル
サーバに2015年９月まで保存されていた音声データを確認することも可能でした。
　教育長は、開示請求や異議申立、情報公開・個人情報保護審査会から答申されたときなど機会は何度もあっ
たにもかかわらず、データの存在も確認せず「消去されたものと認識して」いた、と庶務課担当課長に責任
を押し付ける答弁に終始しました。情報公開・個人情報保護審査会から「９月18日に現地調査を行う」と通
知を受けた後、現地調査の直前にデータを消去しました。
　これらの対応を見ると、音声データを隠蔽する意図があったのではないかと疑わざるを得ません。事務を
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統括する責任者として、公文書についての判断を誤り、データの存在確認を怠った責任をどう考えているの
か、伺います。
　この間の一連の教育委員会の対応は、情報公開条例の趣旨からも逸脱するものと言わざるを得ません。川
崎市情報公開条例は前文で「日本国憲法が保障する基本的人権としての知る権利を実効的に保障することが、
市政への市民参加の推進と市民の信頼の確保を図り、公正かつ民主的な市政を確立する上において必要不可
欠の前提である」として、「知る権利は最大限に尊重されなければならない」「市に関する情報は公開を原則
とし、非開示とすることができる情報は、必要最小限にとどめられること」としています。事務を統括する
責任者として、情報公開条例の趣旨をどう受け止めているのか、伺います。
東扇島堀込部の埋め立て事業について
　140万㎥の埋め立て用材を確保できる具体的根拠について聞いたのに、「具体的根拠は、大規模な事業から
発生する建設発生土等を想定している」と、まったく具体的になっていない答弁がありました。
　そもそも、港湾局が説明していたように、仮に140万㎥が来るとして、事業費用を全て埋立用材の受入料
金に転嫁するならば、少なくとも、立米単価を１万６千円から１万７千円にしなければなりません。ところ
が、現実には、例えば、浮島における公共残土の受け入れ費用は、立米あたり約４千円です。浮島の４倍以
上の単価で埋め立て用材を確保できると考えること自体、無謀な計画だったのではないでしょうか。
　ですから、具体的な根拠など示せないのではないでしょうか、再度伺います。
　さらに、港湾局の説明では、資金計画を立てるにあたって、国の直轄事業、補助事業など港湾整備事業の
対象とならないこと。また、造成地の分譲による収益等の見込みがないことから地方債における償還は困難
であること。
　そのために、埋立用材の受け入れ料金に全てを転嫁して、資金調達に充てるとしていたわけです。
　仮に、浮島の埋め立て単価並みの受け入れ費用を確保し、140万㎥が来たとしても、約50億円前後は確保
できますが、総事業費240億円との差し引きで180億円から200億円程度の確保はまったく目途が立ちません。
「一般財源に負担をかけない」としていた資金計画の考え方と大きく矛盾する事態になります。そのような
見通しになれば、事業をやめるという判断をするのか、港湾局長に伺います。
【最後の意見】
音声データの消去について
　この問題は、８月17日、30日の市立高校の日本史教科書の採択が議題となった教育委員会会議について傍
聴者が音声データの開示を求めたことが発端でした。
　教育委員会は当初から開示を拒否。それどころかデータ消去という暴挙に出ました。
　やり取りの中で、教育委員会の不可解な対応が明らかになり、謎は深まるばかりです。開示請求者の話で
は、議事録では、傍聴者のメモと異なり、委員が発言したことが載っていなかったり、逆に発言していない
ことが掲載されているとのことです。これが本当ならば事は重大です。真実を明らかにするためにも、教育
委員会はあらゆる手段を駆使してデータを復元すべきです。
　答弁では、市民からの開示請求、異議申し立て、情報公開・個人情報保護審査会からの答申を受けてもな
お、最後まで組織としての責任を認めませんでした。
　今回の問題で明らかになったのは、教育委員会が市民の知る権利を保障する立場に立っていないというこ
とです。審査会の答申でも、条例等の趣旨をないがしろにするものと非難されたところです。教育委員会と
して猛省し、市民の知る権利を保障する立場に立ち切ることを強く求めておきます。
　あとは委員会に譲り、質問を終わります。
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2017年第２回川崎市議会定例会代表討論（６月22日）

議案第69号川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、公設公営保育園４園の民設民営化に伴う廃止議案です。私どもは、保育の継続性と公平性を
担保し、公設として、地域の子育て支援などに大きな役割を果たす公立保育園を民営化すべきでないと反対
してきました。また、近年の保育士の人材確保が大変厳しくなっていることからも、民営化すべきでないと
考えます。よって、この議案には賛成できません。
議案第73号都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事請負契約の締結について
　本議案は羽田連絡道路の建設を設計施工一括方式で217億円余の契約をするというものですが、羽田連絡
道路整備は必要ないと考えるものです。
第１に、市民生活にとっての必要性を何一つ説明できないということです。これまでの議会論戦で、災害時
の避難経路になるという理由も成り立たなくなり、最近は「渡河（とか）ルートの多重化」、川を渡るルー
トを増やすとしか言えなくなっています。
　羽田連絡道路の予定地は、大師橋から、わずか1.5キロメートルの地点であり、完成しても、川崎市民にとっ
ては羽田空港までのアクセスは、わずか５分短縮するだけです。しかも、その3.6キロしか離れていない河
口側では、浮島と羽田空港がつながる「国道357号多摩川トンネル」、総事業費1280億円（市負担分220億円）
の整備がすでに着工されており、地理的にも時期的にも、まさに「二重投資」です。これらが完成すれば、
多摩川河口から５キロ圏内に多摩川を渡る道路（橋かトンネル）が５本も集中することになります。この点
からも羽田連絡道路は必要ありません。
　第２に、殿町地区の住環境と貴重な自然環境を破壊する事業だということです。
　わが党の「羽田からの交通量が増加すれば産業道路へ抜ける格好の抜け道になり、人身事故が増加する可
能性がある」との指摘に対し、この間の質疑で「殿町地区を含め交通量や流れの変化が見込まれる」と認め
ました。川崎側に新たな自動車公害と事故の危険性を呼び込む道路になります。
　また、貴重な自然の生態系が残る首都圏最大の多摩川河口干潟を壊す事業です。この地域は国士交通省の
指定する「生態系保持空間」であり、全人類的見地から、学術的に価値づけられる、広域的にみた貴重な生
態系を保持しようとするこの空間は、「人と車両も出入り禁止であり、唯一許されているのは、学術研究等
のためだけとされている」ことを指摘しました。この空間に入らず工事をどう進めるのか」と質しましたが、
「橋脚を10メートル離す」「専門家の意見を聞きながら、モニタリング調査を行っていく」とのことで、環境
が保全される工事ができるといった答弁ではありませんでした。
　代表質問では、市長は「環境影響評価審査書を遵守していく」と答弁されました。浚渫工事面積は１万27
00㎡、土量は20万2350㎥にもおよびます。審査書では、浚渫による環境の変化を非常に懸念しているとし、
「浚渫箇所を回復させることについては、不確実性が高く、高い技術レベルが要求される」「浚渫箇所および
その周辺の保全・回復計画については、なるべく早い段階で専門家の意見を聞いたうえで具体案を策定する
こと」としています。委員会の質疑で「保全・回復計画」は、いまだ検討されていないこともわかりました。
これでは自然は守ることはできません。
　以上から、本議案には賛成できません。
議案第80号川崎市福祉センター跡地活用施設（公共施設部分）の取得について
　川崎市福祉センターは、児童・高齢者・障がい児者等の幅広い層の人たちが利用できる総合福祉施設とし
て、まさに福祉の拠点施設として活用されてきました。いくつかの施設はその機能が移転しましたが、南部
リハビリテーションセンター、障がい者支援施設、特別養護老人ホーム等が整備されることで、期待も高まっ
ています。
　南部リハビリテーションセンターが整備されることから、高次脳機能障害の家族の方からは、ここにも北
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部リハビリテーションセンターのように、日中活動も可能の施設として整備されることを期待をしていまし
た。ところが、質疑では、ここは相談機能だけで、日中活動は電車等で北部リハビリセンターに行ってほし
い、との答弁でした。局長は次期ノーマライゼーションプランのなかで、方向性をだすと答弁されましたが、
南部地域に暮らす高次脳機能障害の方や家族の方のつよい要望を受け止めていただき、日中活動も可能な整
備の実現を要望して、議案には賛成します。
請願第32号年金の毎月支給を求める意見書を国に提出することに関する請願について
　毎年行われている年金の削減を停止し、物価上昇に見合った増額にしてほしい、との声は年金暮らしをし
ている高齢者にとって切実です。せめて、高齢者が安い年金で計画的に暮らしていくために年金支給を毎月
に変更してほしい、という請願です。
川崎でも65歳以上のひとり暮らし高齢者が増え、認知症の高齢者の増加もあります。家族のフォローがむず
かしいケースも増えているのではないでしょうか。２ヵ月に１回の支給で金銭管理ができなくて、近隣の方
や友人に借金をしてトラブルになるケースも危惧されます。
　審査のなかで、昨年度、政令指定都市国保・年金主管部課長会議要望書でも一致して「老齢基礎年金等の
支給額等を改善されたい。年金受給者となってからも現役時代の生活習慣をそのまま継続しやすいよう年金
の支給期日を隔月から毎月へ変更されるよう併せて要望」がだされていることがわかりました。
　国はこれを実施するには、システム改修などの課題があるとしているようですが、政令指定都市が一致し
て国に要望した事実は、それだけ、年金生活者の切実な要望だということです。世界的にみると、支給を月々
にしている国、なかには週単位で支給している国もあります。システム改修などに経費がかかるとしても、
高齢者のさまざまな実態をふまえれば、せめて毎月の年金支給を実施すべきです。以上の立場から、請願第
32号の採択に賛成です。
　以上の立場から、議案第69号、議案第73号については反対、その他の議案、請願については賛成・同意す
ることを表明して討論を終わります。



－ 191 －

2017年第３回川崎市議会定例会代表質問（９月12日）

市長の政治姿勢について
核兵器廃絶、平和の問題について
　北朝鮮が８月29日に弾道ミサイルを発射、さらに９月３日、核実験を強行しました。世界の平和にとって
重大な脅威であり厳しく糾弾し抗議します。北朝鮮に対して、これ以上の挑発行為と核実験を中止すること、
米朝両国に対して、強く自制を求めるとともに危機打開のための直接対話に踏み出すことを強く求めます。
　国連会議は７月７日、核兵器禁止条約を国連加盟の３分の２に当たる122か国の賛成で採択しました。人
類史上初の核兵器禁止条約は、日本の被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める世界各国と市民社会の
多年にわたる共同の取り組みが結集した、歴史的な壮挙です。採択された条約は、その前文で、核兵器の非
人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らして、その違法性を明確にしています。条約
第１条では、核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、所有、貯蔵」の禁止、「使用、使用の威嚇」の禁止、
締約国の領土と管轄地域への核兵器の「配置、導入、配備の許可」の禁止を明記しました。これらは、核兵
器に「悪の烙印」を押し、特に核抑止力論を否定したものとして大きな意義を持っています。禁止条約の締
結は、核兵器完全廃絶の新たなスタートでもあり、９月20日から条約の署名が開始されます。
　このような世界の動きに対して、唯一の被爆国である日本政府は、この条約に背を向ける態度をとり続け
ました。条約締結後、初の平和式典を迎えた広島、長崎では、日本政府に対して厳しい批判の声が上がりま
した。平和式典に参加していた安倍首相に対して田上長崎市長は、「核兵器禁止条約の交渉会議にさえ参加
しない姿勢を、被爆地は到底理解できません」と日本政府の姿勢を厳しく批判しました。同日、安倍首相と
面会した被爆者団体は「あなたはどこの国の総理ですか。いまこそあなたが世界の核兵器廃絶の先頭に立つ
べきです」と同条約への署名を迫りましたが、首相は署名を拒否しました。
　市長は、全国に先駆けて「核兵器廃絶平和都市宣言」を行った都市の市長として、核兵器禁止条約を評価
するべきと考えますが、伺います。
　現在、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを各国に求める署名、ヒバクシャ国際署名が世界で取り組
まれており日本国内では神奈川県黒岩知事をはじめ828市町村長が署名しています。市長も署名をすべきで
はないですか、伺います。
　核兵器禁止条約の締結に反対し、核兵器廃絶に背を向けている日本政府に対して、禁止条約に署名をする
よう、市として求めるべきと考えますが、市長に伺います。
生活保護に関する市長の発言について
　７月27日に開かれた厚生労働省の生活困窮者の自立支援と生活保護制度の一体的な見直しを議論している
社会保障審議会の専門部会で、全国政令都市市長会の代表として、福田市長が、頻回受診抑制に「効果が期
待できる」として、窓口負担の導入を要求した、と報道されました。
　これに対して、大学の教授は、社会保険と同様の窓口負担導入による受診抑制については「生活保護制度
においてはなじまない」と述べ、日本医師会常任理事は「明確に反対する」「厚労省のデータをみても、生
活保護受給者が過剰に医療を受けていることはない」と、慎重・反対の意見が相次いだと報道されました。
　政令市長会の代表としての発言と思いますが、福田市長自身の見解を伺います。
2016年度決算の特徴について
　2016年度一般会計決算では、歳入は前年度比で97億円増の6148億3300万円、歳出は87億円増の6109億9100
万円となり、実質収支は１億9000万円のプラスとなりました。歳入では、市税が前年度比で46億2000万円増
となり、４年連続の増収で３年連続の過去最高を記録。これは、法人市民税が7100万円の減になったものの、
個人市民税が25億円、固定資産税が17億5800万円の増によるものです。普通交付税は政令市では唯一の不交
付団体となりました。
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　基金の状況では、減債基金残高は、2042億4800万円と初めて2000億円を超えました。減債基金へは80億9300
万円積み増し、財政調整基金にも４億円積み増しをしました。収支不足に充てるとして減債基金から53億円の
借入をしていますが、減債基金への積み立てを取崩額だけにすれば、借入の必要はなく収支は32億円のプラス
となっています。健全化指標についても、すべての指標で早期健全化基準を下回りました。「決算見込みの概要」
では、「引き続き厳しい財政状況」と述べていますが、財政が厳しいという指標はどこにも見当たりません。
　扶助費に関しても、0.8ポイント増の28.1％となりましたが、これは保育所増設のためのどうしても必要
な費用であり、増加した部分のほとんどは国や県からの補助から賄われるので、経常収支比率は20.0％に過
ぎません。健康福祉費の構成比は前年度比で0.1％減らされ、一人当たりの扶助費の額は政令市平均を下回っ
ており、決して十分とはいえません。基金へ85億円も新たに積み増しをしていることを考えると扶助費が財
政を圧迫しているとはとてもいえません。それでもなお「財政が厳しい」という根拠は何ですか、伺います。
　減債基金についてですが、減債基金への積立ルールの根拠である実質公債費比率は早期健全化基準25.0％
をはるかに下回り、昨年比でさらに0.3ポイント減の7.2％。減債基金へさらなる積み増しが必要という水準
ではありません。2015年度の時点で他の政令市と比較すると一人当たりの市債残高は20政令市の中で13番目
なのに、減債基金残高は３番目で政令市平均の1.8倍にも上っています。それにもかかわらず、減債基金へ
毎年、積み増しを続けているのです。減債基金にこれ以上の積み増しすることよりも、市民のための施策に
充てることこそ優先されるべきと考えますが、見解を伺います。10年間、減債基金への積み増しをしなかっ
た場合の10年後の実質公債費率とその間の積み増し分の累計金額を伺います。
　３月議会では市税収入や収支不足において2015年度の予算と決算では大きな誤差が出ていることを明らか
にしました。2016年度の予算と決算でも、市税収入予算は39億円低く見積もり、収支不足額も39億円過大に
見積もられていました。しかも、毎年度、減債基金には100～200億円前後の積み増しをして収支不足を大き
く見せています。このような見積もりは「財政が厳しい」ように見せるためにやっているのではないか、と
も疑われます。なぜ、毎年度このように市税収入は過小に、収支不足は過大な見積もりになるのか、伺います。
出産後の母子支援について
　出産後は、出産による体力の消耗、急激な母体の変化、頻回授乳、慣れない育児への不安と、母親の心身
に大きな負担がかかります。出産年齢の高齢化、核家族化や入院日数が短くなり、産後の母子支援事業は大
変重要です。
はじめに産婦健診について
　厚生労働省が産後うつ予防や新生児への虐待予防のために、2017年度予算で出産後間もない時期の産婦健
診を２回分計上しました。実施に当たっては、母体の身体的機能の回復や授乳状況、精神状態の把握に努め
る事、産婦検診の結果が実施機関から市町村へ速やかに報告される体制を整備する事、支援が必要と判断さ
れる産婦には産後ケア事業を実施するという要件が盛込まれているといいます。横浜市はすでに７月から実
施しています．本市も速やかに実施すべきです。伺います。役割や求められる機能として、助産所も活用可
能施設とすべきですが伺います。
産後ケア事業の自己負担額の軽減について
　産後ケア事業が宿泊型は６カ所で、訪問型は17カ所の助産院に委託されています。ニーズが大変多い状態
です。しかし、自己負担額が宿泊型は１泊２日で18,000円、訪問型は１回90分で5000円とかなりの高額です。
横浜市は１泊２日、6000円で本市の３分の１、通所型が１日８時間で2000円、市民税非課税世帯は減免制度
があります。本市の利用者から、自己負担額の軽減を望む声があります。経済的な理由により、利用できな
いことがないよう、自己負担額を軽減すべきです。伺います。
小児医療費助成制度の拡充について
　小学４年生から６年生に、通院１回あたり上限500円の窓口負担金を導入した問題です。格差と貧困が広
がるなか、親の財布の中に千円札が１枚しかなければ、窓口負担の500円は重く、子どもの具合が悪くても
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医者に行くのをためらってしまう現実があります。市長は所得制限を正当化するために「より必要度の高い
子育て家庭への経済的支援」といいますが、窓口負担の導入は、こうした経済的に困っている子育て家庭を
苦しめるものです。窓口負担を撤廃し、完全無料化すべきです。市長に伺います。
　横浜市長が７月の市長選挙の公約として、通院の助成対象年齢を中学３年生まで拡大、所得制限を大幅に
緩和すると発表し、当選後の新聞インタビューでは2019年４月から実施する方針を明らかにしました。川崎
市でも、通院助成の中学生への拡大と、所得制限の撤廃に踏み出すべきです。市長に伺います。
保育所の待機児童解消について
　今年４月の認可保育所の利用申請数は29,890人に達し、そのうち入れなかった保留児童数は2,891人とい
ずれも過去最多でした。しかし、市の保育施策で対応している児童数や、保護者が育児休業中の申請等を待
機児童から除外して待機児童はゼロと発表しました。マスコミでは「中原区の会社員は長男の出産時には８
カ所以上、次男のときは13カ所の認可保育所に申込んだが全部落ちた。それが待機児童ゼロなんておかしい」
と市民の怒りの声を紹介しました。
　除外された「市の保育施策で対応」している中でも、２歳児で卒室・卒園するおなかま保育室や認定保育
園、年度限定型対応の保育園に入所している方々は、必然的に翌年度に入所申請します。「特定の保育所等
を希望する申請者」も再度入所申請する可能性はあります。受け入れることができる認可保育園の整備は不
可欠ですが、待機児童から除外し、実態をみないで引き算するこうしたやりかたの繰り返しでは、いつまで
たっても真の待機児解消にならないと考えますが伺います。
急激な人口増加と保育ニーズの増加に対応した整備計画にすることについて
　本市の人口は推計を大きく超えて増加しています。保育ニーズも急増しています。就学前児童にたいする
認可保育所の利用申請率は、初めて３割台になった2015年度が31,03％、16年度33,7％、17年度36,5％と、
急速に増え、近い年度に就学前児童の４割台の児童が認可保育園に利用申請することが見込まれます。2016
年度、認可保育園の増設等により前年より定員を1870人増やしましたが、入所申請は2312人増加、17年度は
1847人の定員増に対し申請は2314人も増えるという状況で、保育ニーズの急増に、増設の規模とテンポが追
いついていません。今年度に行なう「子どもの未来応援プラン」の保育の量の見込みと確保方策の見直しに
ついて、今後まだ増加が続く人口と保育ニーズをしっかり反映すべきと考えますが伺います。
認可保育所の整備計画について
　2016年度の認可保育所整備事業に関わる決算について、整備計画では、６月補正含めて1895人分の予算を
計上しましたが、整備されたのは1520人分、決算額は約22億７千万円で、不要額が約３億6600万円でした。
整備が計画に達しなかった内容とその理由を伺います。待機児童を真に解消するには、公有地、民有地を活
用して、計画的に増設の規模を確実に確保するやりかたにもっと重きをおくべきです。伺います。
保育士の処遇改善について
　９月補正予算が計上されました。私たちは、専門職にふさわしい処遇改善が必要とこれまで求めてきまし
た。民間の認可保育園、地域型保育園、認定こども園・幼稚園について、保育士に２％・月６千円程度の処
遇改善ですが対象は何人か、全ての保育士対象か伺います。キャリアアップ・処遇改善についても対象人数
を伺います。同程度のキャリアを持つ人の格差が生まれない配慮の仕組みが担保されているのか伺います。
従来の処遇改善が経験年数11年以上になると頭打ちでしたが、今回改善されているのか伺います。保育士の
確保のために、専門職にふさわしい、安定した継続的な処遇改善を図るには、基本的には抜本的な公定価格
の増額が必要です。国へ要望すべきと考えますが伺います。
教育環境の改善について
小学校給食の無償化について
　小学校における学校徴収金等の保護者負担額は、2015年度で給食費が年間４万2047円や教材購入費・PTA
会費などで１学年平均５万5084円で、それ以外に１年生では入学時経費その他で、６年生では卒業関係費・
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修学旅行費その他も加わり、６年間合計では38万6232円。それに加えて給食費の１食40円の値上げが打ち出
され、来年からは年６万2234円にもなります。中学校では１学年平均３万634円で、１年生では入学時経費
その他で、３年生では卒業関係費・修学旅行費その他も加わり、３年間合計では26万6647円。さらに中学校
では牛乳から完全給食の実施により３年間で新たに12万8064円も増えて一挙に３年間合計で39万4711円。学
校徴収金以外にも多額の部活動費用がかかっています。さらに小・中学校では、ランドセル、通学鞄、制服、
体操着など、学校生活を送るために必要な様々な費用が自己負担でかかっています。親の所得は増えない一
方で、義務教育で保護者負担が増え続けています。まして、子どもが２人・３人いれば大変な負担です。
　「義務教育は無償とする」という憲法の原則があるにもかかわらず、これだけの保護者負担があるという
のは、あまりにも憲法から乖離した実態です。教育費の「保護者負担を軽減してほしい」という願いは本当
に切実です。ですから今、全国で学校給食の無償化・補助している自治体が増え、全額補助が55市区町村、
一部補助を合わせると417市区町村（24％）に広がっています。群馬県みどり市では、2017年４月から子育
て世帯の経済的負担を軽減し、食育を推進していくため、給食費補助事業費２億６千万円を計上し、小・中
学校の給食費を無償化しました。
　本来、義務教育の無償化は国がやるべきものですが、国まかせにできないと、せめて食育、教育の一環で
ある学校給食の費用ぐらいはと、独自で無償化に踏み出している自治体が広がっているのではないでしょう
か。保護者負担を軽減し、すべての子どもたちが等しく学校給食を食べることができるように、本市でも小
学校給食費の無償化に踏み出すべきです。市長に伺います。
就学援助制度について
　県内では７割を超える自治体が、就学援助の基準を「生活保護基準の1.3倍」としています。本市も就学
援助基準を1.3倍に引き上げるべきです。伺います。
　文部科学省がこの間、中学校だけでなく小学校でも就学援助の入学前支給を補助対象にできるように要綱
を改正し通知を行い、多くの自治体がそれを受けて入学前の支給に踏み出しています。入学準備のための費
用は大変な負担です。現在７月に支給されている入学準備金を、中学校でも小学校でも入学前に支給するべ
きです。伺います。また、横浜市などで就学援助の対象とされている体育実技用具費、生徒会費、ＰＴＡ会
費などを援助対象に加えるべきです。伺います。
少人数学級の拡充について
　2017年度から、教職員給与財源が県費から政令市に移管され、義務教育の学級編制基準、教職員定数を定
める権限が本市に移譲されました。移管を機に少人数学級を継続、拡充したのは13政令市に広がりました。
私たちは、川崎でもゆきとどいた教育実現のため、全学年の35人以下学級を。移管を機にせめて小学３年と
中学１年に拡大すべきと求めてきました。「総合計画第２期実施計画　基本的な考え方」に、「学級編制基準
の決定権等が神奈川県から本市に移譲された」「より一層子どもたちの実情に沿った学校運営ができるよう、
教員定数の最適化に向けた検討を進め」るとありますが、これは学級編制権限、教職員定数を定める権限を
生かして、少人数学級も視野に入れて教職員を増やすととらえていいか伺います。
　また、国の「指導方法工夫改善加配教員」を活用して、少人数学級を選択するのか少人数指導を選択する
かについて、学校の学級編制権限を尊重すべきですが伺います。
教職員の長時間多忙化解消及び定数内欠員の解消について
　10月を目途に教職員の勤務実態調査が行なわれます。教員の本来業務的な業務を見直し、教員以外の職員
や専門スタッフと役割分担する目的の他、正確な勤務実態に基づく時間外勤務の把握をすべきです。伺いま
す。来年度からのICカード使用に向けての検討状況を伺います。
　教員の定数内欠員が2015年度377人、16年度384人、17年度365人と2012年度以降は毎年300人以上もの欠員
が常態化しています。１年任期で不安定雇用の臨時任用職員等で補充するやり方は、教育現場の正規職員に
負担を押し付け産休・育休・病休の代替教員もみつからなくなるなど、こどもの教育環境にも重大な影響が
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出ています。前年度の教員採用試験で不合格となり、2017年度の臨時任用職員として採用された人は127人
です。川崎市の学校で正規教員として働きたくて受験する多くの人を不合格にして、その人たちを臨時任用
職員として採用して欠員補充するという矛盾したひどい採用方法を改め、正規教員の採用者を抜本的に増や
すべきです。伺います。
学校司書について
　先の「生きる力を伸ばす」の主な取組成果として、「学校司書を配置した学校における一人当たりの年間
図書貸出し数が未配置校と比べて1,7倍に増えているほか、調べ学習や授業支援など、日常的に学校図書館
の活用が図られた」とし、教育改革推進会議における意見内容では、「効果が現れているということなので
全ての小学校への配置をめざしてほしい」と述べています。今後の取組として、全ての学校に学校司書の配
置を推進する方向性を検討すべきと考えますが伺います。
障がい者施策について
　障害者差別解消法に基づいて自治体が差別解消に率先して取り組むことが求められています。
　本市では、障害者差別解消支援地域協議会を障害者施策審議会の下に専門部会として置きましたが、これ
までに１回しか開催されておらず、その役割を果たしているとはいえません。協議会の目的を達成するため
に定期的に迅速に開催できるよう、独自の組織にするべきと思いますが伺います。
　障がい者の皆さんは障害者差別解消法の成立を「長く受けてきた偏見や差別がなくなる」と喜ぶとともに、
具体的な差別の解消のために、市が条例を作り、本気で取り組む姿勢を見せてほしいと訴えています。新潟
市では２年間にわたって市民との討論を行い、市の責務も明確にした「新潟市障がいのある人もない人も共
に生きるまちづくり条例」を制定し、具体的な施策を行っています。本市としての主体的な取り組みを推進
するため、当事者の声を反映した差別解消条例を作るべきですが伺います。
　各地で自然災害が相次ぎ、障がい者の皆さんの不安が募っています。とりわけ避難所では障がいによって
まったく違う対応が求められ、その場での対応は困難なため、多くの方から「避難所にはいけない」という
声が上がっています。私たちは昨年の９月議会で熊本地震の経験をあげて、福祉避難所として協定を結んで
いる社会福祉施設を公表し、利用したい人は１次避難所を経由せず直接福祉避難所へ避難する仕組みにする
ことを求めました。答弁では「熊本地震での教訓から…今後さまざまな角度から施設管理者等と意見交換を
行なってまいりたい」とのことでしたが、検討状況を伺います。
高次脳機能障害者支援・「ヘルプカード」作成について
　交通事故などによる脳損傷を原因とする高次脳機能障害者の方は、外見上は分かり難いですが、会話が上
手くできない、新しいことが覚えられない、怒りっぽい、集中できない、約束が守れないなどの症状があら
われるといいます。本人が症状に気づかないこともあり、周囲から「人が変わった」「乱暴になった」「怠け
者になった」などと誤解され、日常生活及び社会生活への適応に困難が起きています。その障害の特性を踏
まえた対応が求められています。
　東京都は、一見、障害者とわからない方が周囲に自己の障害への理解や助けを求めるツールとして、都内
で統一的に活用できるようデザインや形態など標準洋式を定め、障害種別ごとに必要な配慮や支援方法を盛
り込んだ、「ヘルプカード作成のためのガイドライン」を障害者団体の協力を得て2012年に作成し、区市町
村に「ヘルプカード」作成と普及・啓発事業を行なっています。実際に、日常生活や災害時に役立った事例
も報告されているとのことです。
　本市でも、東京都など他の自治体の例を参考にして、高次脳機能障害者などを対象に、いわゆる「ヘルプ
カード」の作成をすべきですが、伺います。また、その際、障害者団体の皆さんの意見を参考することが重
要です、対応を伺います。
食事提供体制加算について
　障害者の生活介護、短期入所などに対しての国の食事提供加算は2015年３月31日までの時限措置としてい
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ましたが、適用期限を2018年３月31日まで延長しました。ところが、同時に加算単位が引き下げられ、その
結果、生活介護などの日中活動支援では１日42単位から30単位へ12単位・約120円の減額、短期入所では20
単位・約200円減額となりました。食事加算の減額は、事業者の負担増となり事業継続に直接影響しています。
また、利用者負担増にも繋がりました。
　国の食事提供加算が2018年３月末で廃止されれば、事業者、利用者は更に負担増の厳しい状況に追い込ま
れます。2018年度の障害者福祉サービス等報酬改定にあたり、国に対して食事提供加算の継続、前回改定前
の加算に戻す様に求めるべきですが、伺います。また、本市の食事指導加算は「当面の間の経過処置」とし
ていますが、引き続き加算を継続をすべきです。伺います。2015年度の国の改訂時における減額をカバーす
る加算の引き上げを行うべきと考えますが、伺います。
高齢者施策の充実について
「かわさき健幸福寿プロジェクト」について
　要介護高齢者に対する介護サービス事業所の自立支援の取り組みを評価し、報奨金などのインセンティブ
を付与する「かわさき健幸福寿プロジェクト」の第１期の実施状況、具体的には介護サービス事業者と利用
者が要介護度や「日常生活動作」の改善に取り組むことにより、要介護度で約16％が改善した等が健康福祉
委員会で報告されました。
　健康福祉局長は「国の介護保険制度にもインセンティブを取り入れるよう求めていくとともに、今後はよ
り多くの事業者の参加を呼び掛けていきたい」と述べました。
　今年５月成立の改定介護保険法では「自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化」のために「財政
的インセンティブ」を付与する規定を整備するとしました。
８月23日、厚生労働省は要介護高齢者の自立支援で成果を上げた介護サービス事業所へのより多くの報酬を
支払うよう、仕組みを見直す方針を決めました。一方で厚労省は、自立支援に消極的な通所介護の報酬は引
き下げる方針であることも報道されています。８月28日に開催された厚労省の社会保障審議会介護保険給付
分科会で、そのことが具体的に提起され、サービスにより生じた利用者の状態変化の結果・アウトカムをイ
ンセンティブの指標にするとの提起に、委員からは「改善可能性の高い対象者のみを受け入れるという事態
も起きかねない」などの懸念がだされたといいます。
　さらに厚労省は介護サービスの「質の評価」については人的配置等、事業者と利用者の相互作用、そして
結果の３つに分類できるとし、効果的・効率的な介護サービスを促すには結果・いわゆるアウトカム評価の
活用が適しているとしました。
これに対し日本医師会の委員は「自立には身体的自立以外に精神的、社会的自立がある。エビデンスの出せ
るものだけを自立ととらえると、身体的自立の偏った評価となる可能性がある」など述べたと報道されてい
ます。川崎の健幸福寿プロジェクトの取り組みのなかでも事業所からは評価がある一方、介護がもつ特性か
ら厳しい現実にも直面していると聞きます。介護サービスの「質の評価」についての見解を伺います。
　川崎市が国の求める介護保険制度へのインセンティブを取り入れる働きかけというのは、一連の厚労省が
すすめる評価に応じた「介護報酬のメリハリ付け」の方向に合流するものなのか、伺います。
特別養護老人ホームの整備について
　６月議会で、平成28年度高齢者実態調査報告書に基づいて伺いました。
　多くの高齢者の方が「介護が必要になった場合でも、家族に負担をかけずに自宅で暮らしたい」と望まれ
ていることは確かで、在宅生活を支えていくための「在宅サービス」や「地域密着型サービス」等の整備を
進めていくことは重要です。しかし、入所の申し込みをした理由について、「介護をしている家族の負担が
大きいため」が３年前と比較しても14.3ポイント増加していることなどから、絶え間ない介護が続く、在宅
介護が過酷なことを表しています。
　人口が川崎市の2.6倍の横浜市では、特養ホームの今年４月時点の待機者は川崎市とほぼ同じです。横浜
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市長は要介護３以上の方がおおむね12ヵ月以内に入所できる整備水準を維持し、現状の年間整備量である年
300床から２倍程度拡充をめざし、都心部へのサテライト型の展開も検討しているとのことです。
　川崎市の高齢者実態調査からみる整備の遅れを深刻に受け止めていただきたいです。来年からの第７期計
画の策定では、公有地含めてあらゆる手法で大胆な整備をしなければ、この実態調査は何だったのか、とい
うことになります。具体的な増設計画について市長に伺います。
中小企業支援について
　「第２期実施計画の基本的な考え方」では「市内中小企業にとっては非常に厳しい経営環境が続き、市内
事業所数は減少を続けている」と述べています。とりわけ、本市の事業所総数の54％を占める従業員数が４
人以下の事業所の減少が著しく、小規模事業者への支援が、重要な課題となっています。昨年４月に施行さ
れた「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」は、「小規模企業者の事情を考慮するものと
する」と規定し、きめ細かい支援を行うとしています。「成長発展」を促す支援策だけでなく、小規模事業
者の「事業の持続的発展」をもたらす政策が必要です。わが党は、これまで小規模事業者の事業継続を支援
する対策として、「工場家賃の補助」や「電気料補助」などを求めてきましたが、小規模事業者への今後の
具体的な支援策について、市長に伺います。
　「住宅リフォーム助成制度」についてです。建設業の事業所の減少は2014年と16年の比較でマイナス226事
業所、5.5％減と減少傾向に歯止めがかかりません。わが党は、これまで何度も「住宅リフォーム助成制度」
の実施を求めてきましたが、市長は、「事業者、自らが主体的に事業活動を展開し、自らの事業を継続、発展
させてゆくことができるよう支援してゆくことが重要」と、この制度の実施を拒んできました。しかし現状は、
考え得る対策を早急に打たなければならない実態なのではないでしょうか。他都市で地域経済対策として試
され済みの「住宅リフォーム助成制度」を実施すべきです。市長に伺います。
農業支援について
　川崎市の全体としての農地面積は減少していますが、2008年に開設した農産物直売所セレサモスの開設の
影響で、地域農業者の営農意欲が向上し、逆に、農業振興地域では遊休農地が減少しています。セレサモス
以外の地域でも、農業者の営農意欲向上につながり、かつ、産地直売活動を通じて、新鮮な地場野菜を直接
地元消費者に供給できるように、出荷のための手数料などに支援を行い直売所などの設置を支援するために、
若手農業者支援に特化する制度の見直しに伴って2015年度で事業を廃止した「農産物直売団体育成支援事業」
を復活すべきです。伺います。
市内業者への優先発注について
　中小企業活性化条例では、「受注機会の増大等」や「施策における考慮」を規定しています。
　川崎市が発注する官公需以外に、市が補助金を交付する事業における市内業者への優先発注に対する取り
組みの現状は、財政局長が、補助事業を行っているそれぞれの局長に対して、発注の際の市内業者への配慮
を文書で要請しているのみで、実際にどれだけの事業者が市内業者への優先発注を行ったのか、実績も把握
されていません。
　横浜市では、2010年４月に横浜市中小企業振興基本条例の制定に合わせて、横浜市補助金等交付規則を改
正し、第24条で、100万円以上の補助金を受けている事業者は工事の請負、物品の購入、業務の委託を行う
場合に市内事業者により入札を行い、又は、２人以上の市内事業者から見積書の徴収を行わなければならな
いと義務規定として定め、市内業者への仕事確保に努めています。その理由を横浜市は、補助金は税金が元
手なので、市内の事業者を支えるために役立てるためとしています。特に、補助事業者から異論が出されて
おらず、直近の2015年度の数字では、全補助事業の内、金額では85.5％、件数では78.4％が市内業者を活用
しているということです。同じ中小企業の振興に対する条例を持っていながら、対応に、雲泥の差がありま
す。川崎市でも直ちに同様の制度を実施すべきと思いますが、市長に伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
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　奨学金の返済に助成することで中小企業への正規雇用の拡大につなげる事業を行なう自治体が増えていま
す。中小企業への支援にもなることから、この事業を行なっている東京都や北九州市など、いくつもの自治
体の事例をあげて、川崎市でも行なうよう求めてきました。
　2017年度からは、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市が主体となって、実施する自治体はさらに広
がっています。神戸市では、制度導入企業は13企業に上り、中小企業の人材確保や県内就職定着をはかるた
め、若手社員の奨学金返済を支援して中小企業への補助を行います。本市においても、事業を立ち上げ、正
規雇用として人材確保ができるようにすべきです。伺います。
　視察をした札幌市では、市のまちづくり戦略ビジョンの中に、正規雇用と人材育成を位置づけ、新卒者・
若年層、地元企業などの支援にむけ、多彩な事業をおこなっています。予算規模は本市の約2.5倍の２億円
です。例えば、フレッシュスタート塾事業では、2017年度は8500万円計上し、卒業後３年以内の新卒未就職
者等を対象に市内企業へ正規雇用につなげるために支援します。この事業額だけで、川崎市の雇用対策費を
超えています。少なくとも札幌市なみに正規雇用につなげる予算をひきあげるべきです。伺います。札幌市
は、正規雇用の就職を中心に事業の検証ができるように事業指標をだしていますが、川崎市はありません。
経済労働局長は「正規雇用を中心とする」と、６月の議会で答弁をしているのですから、非正規雇用を含め
た就職者数を目標とするのではなく、正規雇用の目標を明確にした指標を示し、その実績をもとに検証すべ
きです。伺います。
　求人開拓についてです。市が委託するキャリアサポートかわさきはハローワークと連携をして求人開拓を
しているとのことですが、連携内容について具体的に伺います。札幌市では、市が労働局と連携して「身近
な区役所等を活用したきめ細かな就労支援」として、全区役所にワンストップ窓口を設置しています。神奈
川労働局と協定を結び、本市でも実施すべきです。伺います。
市の「働き方改革」について
　総務委員会で「働き方改革の取り組み状況」について、「職員一人当たりの時間外勤務が前年度比で15.7％
減少。水曜日の退庁率も向上した」と時間外勤務が減少したかのような報告がありました。しかし、本当に
時間外勤務が減ったのでしょうか。
　わが党は、６月議会で改革プログラムにある「水曜日の定時退庁等の取組」「午後８時以降の残業禁止」
について、職員を増やさず仕事量をそのままにして、実施すればサービス残業などで対応せざるを得ない事
態になると訴えました。この間、何人もの方から「働き方改革を行うことで逆にサービス残業が増えている」
「調査してほしい」「是正・指導をしてほしい」という訴えがあり、私たちが心配していた事態が起こってい
ることがわかりました。サービス残業の調査をしているのか、実態をつかんでいるのか、伺います。特に、
年間1000時間以上の時間外労働を行っている職場では、どのような対策をとったのか、伺います。
東芝のリストラについて
　東芝は2015年、過去の粉飾決算が明らかになりその決済と原子力事業の損失などで負債が資産を上回る債
務超過に陥りました。
　主要事業の売却、従業員の早期退職、管理職社員の賃下げ拡大や一般社員を含めた賞与カットなどの“緊
急対策”を実施してきました。その結果、2015年以降５万人が東芝を去ったともいわれています。経営責任
を棚上げにして従業員とその家族を犠牲にしてきた東芝の実態が現れています。さらに今後、東芝メモリの
売却と分社会社でリストラが行なわれるのではないか、職場からは不安や心配の声が出ています。
　東芝は創業140年を超える大企業で、川崎に生産拠点を置くなど歴史的にも深い関わりと影響を持ち、今
年度も本市と「多重系・衛星系防災行政無線設備等再整備工事」を契約しています。本市の調査では現在も
市内に事業所と関連会社が多数あり、合せて４万2000名を超える従業員がいます。ここには、協力会社、下
請け企業などは含まれていないことから更に多くの方が東芝関連の仕事に関わっています。
　従業員・家族を犠牲にしたリストラを防ぎ、地域経済を守る責任が自治体にあります。前議会の代表質問
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に「雇用対策本部の設置を含め、適宜、国、県、市のそれぞれの役割、責務に基づき、適切に対処してまい
ります」との市長答弁がありました。その後、雇用対策本部設置の検討はしたのか、市長に伺います。
　また、本年２月に実施した「東芝の業績悪化による影響に関するアンケート」以降、地域経済、地域の雇
用を守る立場で協力会社、下請け企業、従業員数の把握及び経営、雇用への影響について調査しているのか、
市長に伺います。
羽田連絡道路とキングスカイフロントの開発について
キングスカイフロントの経済波及効果について
　川崎市臨海部国際戦略本部が今年５月26日、「殿町国際戦略拠点キングスカイフロントの形成による経済
波及効果」を発表しました。試算の内訳は、研究施設と羽田連絡道路整備の建設投資、推計期間の誘発就業
者数などが中心で、キングスカイフロントの研究施設での研究成果を生かした、市内企業・中小零細企業の
新たな仕事に結びつく高付加価値製品の実用化、産業化、市場化による経済波及効果はまったく試算されま
せんでした。これまで「力強い産業都市づくり」と言ってきたキングスカイフロントの開発は、川崎市全体
の地域経済の活性化、産業政策になりえないことが浮き彫りとなりました。キングスカイフロントの進出企
業・研究施設の「立ち上げ期間」の支援など、これ以上の公的支援は見直すべきです。市長に伺います。
羽田連絡道路の整備について
　羽田空港への交通アクセスについて、JR東日本の広告は「羽田空港へは行きも帰りもJR＋モノレールで。
どんどん来る空港快速」と宣伝し、京急電鉄のホームページは「京急乗って、即羽田」など、鉄道各社は便
数も充実した鉄道利用を競い合っています。羽田空港のホームページでは「夏季休暇期間中は、羽田空港内
駐車場は大変混雑致します。羽田空港へは電車・バス等の公共交通機関をご利用ください」と呼びかけ、空
港施設としても車での来場は奨励していません。
　市が発表したキングスカイフロントの経済波及効果の中では、羽田連絡道路を活用する「３つのシナリオ」
を想定し、①羽田空港利用者のニーズを踏まえた宿泊施設の整備、②国内外の研究者を対象とした会議・セ
ミナーの開催、③羽田空港利用者をターゲットにした滞在型観光の展開、などを見込んでいます。いずれも
川崎市民が利用するものではありませんし、これらは大師橋や首都高多摩川トンネルなど既存の道路を使え
ば羽田連絡道路がなくても可能です。羽田空港へのアクセスの利便性や、市が策定したシナリオによっても、
ますます川崎市民の生活にとって必要性がないことは明らかです。羽田連絡道路の建設は、今からでも中止
すべきです。市長に伺います。
川崎港コンテナターミナルと臨港道路東扇島水江町線の整備について
　臨港道路東扇島水江町線を整備する理由や、川崎港港湾計画は、コンテナ取扱量が「平成30年代後半に年
40万TEU」に増えるという予測が前提でした。東扇島堀込部を埋立土地造成する理由の一つとして、2016
年１月の「考え方」では「平成37年（2025年）における取扱貨物量は約40万TEUとなる見込みでコンテナ
関連用地が不足する」としていましたが、今回発表された「考え方」では「コンテナ取扱量が５年間で約３
倍に増加、今後も増加が想定されるなかでコンテナ関連用地が不足する」と書き換えられています。約40万
TEUに増えるという予測は撤回したと受けとめてよいか、港湾局長に伺います。
　「市政だより」８月21日号の川崎港特集でも「コンテナ取扱量が５年で３倍に」と強調していますが、こ
れは実績が最低に落ち込んだ2010年頃との比較であり、2007年の実績6.9万TEUと比較すれば1.4倍程度に
しか増えていません。この特集では、東扇島について「川崎港の冷凍冷蔵設備能力は約100万トン」とし、「高
速道路へのアクセスもよく、陸・海・空の重要な物流拠点になっています」と説明しています。これまで、
海底トンネルの「渋滞」対策や「緊急輸送路」など、臨港道路東扇島水江町線をつくる理由では東扇島の交
通アクセスの悪さを強調していましたが、今回「スゴイ港」などを宣伝する際には交通アクセスの良さをア
ピールすることは矛盾しているのではないでしょうか。港湾局長の見解を伺います。
東扇島堀込部の埋め立てについて
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　2014年11月川崎港港湾計画の改定で、東扇島堀込部の埋め立てによる土地造成計画が盛り込まれ、その後、
概算事業費を240億円としました。その財源については、起債発行条件に合わず、事業費全てを建設発生土
受け入れ料金で賄うとしていました。しかし、その後出された「実施に向けた考え方」の中で、埋め立て事
業を200億円とし、残り40億円は基盤整備費として川崎市の負担としました。
　６月15日には、わが党が代表質問で、2016年度調査で明らかにするとしていた建設発生土の具体的な内容
を確認したところ、港湾局長は、明確に答えませんでした。
　ところが、翌16日の環境委員会で、すでに６月１日にJR東海からリニア新幹線の残土140万㎥を東扇島の
土地造成事業で受け入れてほしいとの要請書を受け取っていたと明らかにしました。これに対して、福田市
長は、８月28日付で、公有水面の埋め立て許可の取得と応分の費用負担を条件に建設発生土を受け入れると
回答。同日付で川崎市とJR東海は覚書を取り交わし、JR東海の費用負担を概算金額で200億円としました。
具体的な工法も明確でなく、積算もこれからで、JR東海の負担額を200億円とした根拠について、市長に伺
います。200億円を超えた場合は、その分もJR東海に負担させると約束できるのか、市長に伺います。
　基盤整備分40億円の算定根拠についても伺います。その内、地盤改良工事費は、どのくらいなのか、伺い
ます。また、地盤改良工事費は、本来、土地造成に係る費用に含めるべきですが、なぜ、川崎市が負担すべ
きものとしているのか、伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問】
核兵器廃絶、平和の問題について
　核兵器禁止条約の評価、その署名を政府に求めること、市長自身のヒバクシャ国際署名に関しても、答弁
がありませんでした。市が参加する平和首長会議は、2016年11月「核兵器禁止条約の早期実現に向けた取組
の推進」を求める要請文を日本政府に提出しています。なぜ、市は政府に同じことを要請できないのか、伺
います。「国内外の自治体と連携、連帯して」という答弁ですが、ヒバクシャ国際署名は、県内では、県知
事をはじめ、政令市の相模原市長を含め26自治体、79％の市町村長が署名しており、「他の自治体と連帯して」
というなら、署名するのが当然です。市長は、署名を拒否するということなのか、伺います。
生活保護医療扶助について
　窓口一部負担金の導入についてその効果として、頻回受診ばかりでなく、重複受診・重複服薬への対応な
どの改善に期待ができるもの、と答弁されました。重複受診・重複服薬への対応などというのは、もしある
としたら、まさに行政指導によってこそ改善しなければならないのではないでしょうか。「しかし、このこ
とにより、生活保護受給者が最低限度の生活を下回ることがないよう、最低生活を保障する内容であること
が重要である、と認識している」とも答弁されました。
　生活保護費は、基本的には食費を含む生活扶助費、光熱水費という基準生活費しか支給されていません。
これ自体が人間としての基本的な生活を営むうえで最低限度の費用ではないですか。どうしてここから医療
費分を出す余裕があるのでしょうか。ここから医者に受診すると窓口負担を徴収するとなれば、必要でも医
者にいかなくなる、がまんしてしまう、結局そのことが、病気の重症化を招き、医療費総額を押し上げてし
まうことになるのではないか、見せしめのような窓口負担はやるべきではありませんし、市長として、その
ことを主張すべきだったのではありませんか、伺います。
2016年度決算の特徴について
　減債基金の「30分の１ルール」とは、実質公債費比率の計算上の基準であり、従わなくてもペナルティは
なく、自治体の裁量に任されています。隣の横浜市は、人口で川崎市の2.5倍、市債残高で2.8倍の規模があ
りますが、減債基金残高は、前年度から74億円も減らし、わずか1008億円で川崎市の２分の１です。横浜市
は、こういう減債基金残高でも大丈夫だとして、市の裁量で独自の積立を行っています。
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　2015年度決算で他の政令市と比較すると、減債基金残高は、前年度と比較して４都市が減らしているなか、
川崎市は139億円も積み増しをしています。大阪市を除けば、これだけ積み増しをしている都市はほかにあ
りません。川崎市の減債基金の積み増しがいかに過大かがわかります。答弁にあったように、川崎市は、減
債基金に積み増しを10年間しなかったとしても、10年後の実質公債費比率は13％で、「何の問題もない」と
いうことです。10年間、減債基金への積み増しをしなければ、約900億円の財源ができるという答弁があり
ました。毎年平均90億円を必要な施策に使えることになります。基金にただ、ため込むのではなく、積み増
し分を市民のために使うことこそ、税金の生きる使い方ではないですか、伺います。
　財政状況については、「収支不足」、「減債基金からの借入」、「消費税率引き上げの延期」などを理由に「財
政は厳しい」という答弁でした。しかし、減債基金への積み増しをやめれば、収支不足にもならず、借り入
れる必要もありません。財政調整基金への積み増しも含めると収支は32億円のプラスとなります。消費税に
関しては３月議会でも述べたように、税率を引き上げれば、逆に市の財政や市民への負担増となることから、
引上げの延期が「財政が厳しくなる」という理由にはならないことを明らかにしました。それでもなお、「財
政が厳しい」といえるのですか、改めて伺います。
市職員の「働き方」について
　答弁では「管理職が業務状況を的確に把握し」とありますが、出退勤時間の管理は、現在、出勤時間は記
録されますが、退勤時間は時間外勤務命令か翌日の自己申告でしか把握できない仕組みです。何人もの職員
の方から「残業申請がしづらい」との声もあり、上司に、なかなか残業申請しにくい方もいるという実態が
あります。だからこそ、客観的な勤務時間の管理が必要なのです。こういう状況で、どうやってサービス残
業を把握できるのですか。ICカードによる登録管理を待たずに、ただちに退勤時間を把握する対策を打つべ
きです、伺います。
　年間1000時間を超える時間外勤務を行っている職場の関係者から「仕事量が減っていない」「業務量の見
直しを」という悲痛な訴えがありました。一体、どんな対策を打っているのか、職員の増員はしたのか、伺
います。
小学校給食の無償化について
　経済的な理由で支払いが困難な家庭については、生活保護制度や就学援助制度の活用を促すとのことです
が、それは、教育委員会としては当然のことです。いま問題にしているのは、収入にかかわりなく、すべて
の児童生徒の保護者の負担の問題です。
　無償を原則とする義務教育にもかかわらず、本市では学校徴収金等が小学校６年間で38万6232円にのぼり
ます。さらに来年からの値上げで給食費は６万2234円になり、全体で40万円を超えます。他にもランドセル
などの自己負担などがあり、保護者の教育費負担が異常に大きいことを指摘しているのです。
　山梨県の早川町、丹波山村は、2012年から、小中学生の教材費、修学旅行費と学校給食費などを全額公費
負担し、実質、義務教育の無償化を実現しています。こうした自治体の動きを参考にして、重い教育費負担
が大変な保護者に心を寄せ、憲法26条に謳う「義務教育の無償化」の趣旨に立ち返り、いまこそ川崎市でも
小学校給食の無償化に踏み出すべきです。市長に改めて伺います。
住宅リフォーム助成制度について
　制度の実施を求めたのに対し、「自ら継続的に受注を確保できるよう支援を行う」と、前回同様の市長答
弁でした。市内の建設業の実態について関係者は「町場の工務店は看板を下ろさなければならなくなってい
る。施主さんから直接受注することがなくなり、大手メーカーやハウスビルダーの専属になって仕事を確保
している。しかし、手間賃も安く、技術の継承もできない」と厳しい実態を話されていました。リフォーム
市場は、年間６兆円の規模があり、今後も拡大すると予測されています。助成制度の創設でその需要を市内
事業者に結びつけることができれば、工務店の経営や技術継承の力になるのです。まちづくりを担う建設事
業者の声に応え、「住宅リフォーム助成制度の創設」を急ぎ、検討すべきです。改めて市長に伺います。
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東芝のリストラについて
　「雇用対策本部設置の検討は行なったのか」との質問についても、２月に実施した「東芝の業績悪化によ
る影響に関するアンケート以降、市内の協力会社、下請け企業、従業員数の把握と経営、雇用への影響調査
をしたのか」の質問についても答弁がありませんでした。再度、この２点について、市長に伺います。
東扇島堀込部の埋め立てについて
　埋め立ての目的としているコンテナ関連用地の不足という理由については、先に指摘した通り、40万TEU
に増えるという予測は具体的な根拠が示せないなか、「考え方」に明確な数字を盛り込めなくなりました。
冷凍倉庫の代替地の確保については、建て替えや設備更新等の計画のある事業者は11％に過ぎず、代替地の
切迫性も説明できず、完成自動車のストックヤードについても、将来の不足数を明確に答えられませんでし
た。埋め立てる理由として挙げた３つの理由は、いずれも破たんしています。
　このように根拠が希薄で必要性が理解できない土地造成の説明や、この間、水面下で展開されていたリニ
ア残土の受け入れをめぐるJR東海からの要請と市長の素早い回答などの経過を見るならば、今回の堀込部
の埋め立て土地造成の真の目的はリニア新幹線の建設発生土の受け入れの話が先にあって、土地造成の理由
などは後付けで市が考えたものではないでしょうか、市長に伺います。
　市長は、負担額の積算根拠について、護岸築造工事や埋め立て管理など埋め立て事業に係る費用と述べた
だけで、どのような工法を採用して、どういう管理費用が必要なのか、具体的な根拠を聞いているのに、全
く答えられませんでした。工法もこれから検討するというのに、どうして200億円という数字が出てきたのか、
理由について市長に伺います。前提となる金額自体が曖昧なのに、どうやって負担額を超えないように、で
きる限りの工事費縮減ができるのかも、伺います。
　そもそも、川崎市が負担すべき基盤整備分として挙げた40億円も、埋め立て完了までに精査するというこ
とですから、結局、40億円なのかどうかもわからないわけです。なぜ、40億円という数字が出てきたのか、
市長に理由を伺います。
求人開拓事業について
　キャリアサポートかわさきに登録をしていた50代の女性は、紹介を受けた求人先がハローワークからの情
報であることを知り登録をやめ、ハローワークに通い続けていますが、体が弱いため自分にあった仕事を選
ぶのは大変です。体が弱いことから、中原区の自宅から川崎区や高津区のハローワークまで通い続けること
は大変なため、せめて身近な場所で求人情報を得ることができるようにしてほしいと訴えています。こうし
た方は少なくありません。
　川崎区役所、麻生区役所に出張窓口を設け、ハローワークの求人情報を活用しているということですから、
求人開拓と合わせて、身近な区役所等を活用したきめ細かな就労支援として他の区役所でもワンストップ窓
口を設けるべきです。再度、伺います。
特養ホームの整備について
　先ほどの答弁ですと、待っている人の中にも真に入居の必要がない人もいるような答弁でした。いろいろ
理由をいわれても、４月１日現在で全体の待機者は4,276人、そのうちなるべく早く入居したい人は3,156人
です。介護している家族に負担が大きいために入居したい、という理由が３年前より14.3ポイントも増加し
ている、という現実。川崎では必要とされている特養ホームは足らないのです。先日もある方が自宅での介
護が大変になり、特養ホームの申請に行ったら「１つの施設は600人待ちです。もう一つは800人待ちです」
といわれ、本当にがっかりした、と話されました。横浜市のようにまず、要介護３以上の方がおおむね12ヵ
月以内で入居できる整備基準をもって整備をすすめることが必要と思いますが、伺います。
保育所整備について
　答弁では、2016年度、保育所の整備が整備計画に達しなかったのは、民間事業者活用型の募集にたいし、
多くの応募が得られなかったということです。また、今後について、民間事業者活用型の整備は「補完的な
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整備」ということでした。ということは、整備計画の主役は、公有地、民有地などを活用した整備計画とい
うことですから、この整備手法による整備場所と定員枠をもっと増やすべきです。伺います。
　公有地については、中原区の中原保育園の仮園舎用地になる旧中原急患診療所の跡地、宮内市営住宅およ
び県西加瀬公社住宅の建て替えに伴う用地の活用、幸区の南河原保育園の移転後の跡地、神明町の老人憩い
の家跡地、高津区の市営四方嶺住宅跡地など全庁的に可能な場所を確保すべきです。伺います。
教職員の長時間多忙化解消に関連して
　教職員の長時間勤務の一因となっている給食業務について、このほど、文部科学省は、自治体が直接する
よう求める方針を決めました。未納の保護者への督促や多額の現金を扱うことが教職員の心理的負担と長時
間勤務の一因になっており、業務を移すことで負担を軽減するとしています。報道によると政令市では横浜、
大阪、福岡の３市がすでに移管し、千葉市は来年４月から始めるとのことです。これまでも本市も給食業務
を公会計化すべきと求めてきましたが、検討状況を伺います。
就学援助について
　生活保護基準の1.0倍という本市の認定基準について「必要な水準を満たしている」との答弁でしたが、2016
年度の就学援助受給率を見ると、小学生が20政令市の平均15.1％に対し川崎市は9.5％。中学生は政令市平
均18.3％に対し川崎市は12.5％で、経済的に厳しい世帯に手が届いていないことがうかがわれます。
　また政令市の中でも、さいたま市と神戸市は認定基準を生活保護基準の1.2倍、新潟市・浜松市・北九州市・
福岡市・熊本市は1.3倍としています。
　こうしたことから見ても、本市の認定基準が必要な水準を満たしていると言えないことは明らかです。就
学援助認定基準を1.3倍へと拡大すべきです。せめて神戸市と同じ1.2倍へと拡大すべきです。伺います。
【再々質問】
2016年度決算の特徴について
　減債基金への積立について、「ルール通りに積み立てを行わなければ、将来世代に過度な負担を強いる」
という答弁でしたが、本当にそうでしょうか。10年間、取崩額だけ積み立てたとしても、10年後の実質公債
費比率は13％で問題はありません。10年後以降の取り崩し額は400～500億円で平準化し、残高も2000億円を
キープしています。減債基金が足りなくなるという大きな取崩はありませんし、将来世代に過度な負担を強
いることにもなりません。
　ルール通り積み立てる理由に「将来人口が減少し、税収も減少するため」という話もありました。しかし、
新たな人口推計では、人口は13年間増え続け、今の人口より減少するのは35年後です。要するにこれから13
年間は税収が増え続け、33年間は今より税収は多いのです。今後30年間は、税収不足で財政が厳しくなると
いう根拠は一つもありません。
　「人口の増加や少子高齢化の進展などにより増大する行政需要に対応」しているために「財政が厳しい状
況にある」という答弁でした。しかし、川崎市は人口増、少子高齢化の需要に十分、対応しているのでしょ
うか。認可保育園の隠れ待機児童数は2891人で過去最高、特養ホームの待機者数は4276人で待機率は政令市
ワースト１位、小児医療費助成は、首都圏では東京都、さいたま市、千葉市に加え、隣の横浜市も再来年か
ら中学３年生まで拡大に踏み出すといわれているのに、川崎市は小学６年生までで政令市では最低水準です。
これだけみても、とても行政需要に応えているとは言えません。
　行政需要がこれだけあるのですから、減債基金に過大な貯蓄するのではなく、市民の必要な施策に使うべ
きです。少子化対策には時間がかかるからこそ、今から必要な施策に投資するなど積極的な財政戦略が必要
ではないですか、伺います。
　将来のためにと貯めておき、現在、税金を払っている市民に還元しないのは、市民として納得できないと
思いますが、伺います。
小学校給食の無料化について
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　小中学校における、保護者負担があまりにも大きい実態を示し、せめて給食費の無料化に踏み出せないか
と質問したのに対し、市長は、義務教育の無償化とは授業料不徴収とした判例を示して、無料化しないと冷
たい答弁をしました。しかし、これは事態認識が誤っています。1962年に法律ができ、教科書が無償化され
ています。憲法第26条に掲げる義務教育無償化の理想に向かって具体的に一歩を進めたものでした。つまり、
授業料不徴収は最低限のものにすぎず、無償対象の拡充は憲法の趣旨に沿うものです。このことは、すでに
50年前に決着済みの議論です。さらに、学校給食法施行時の事務次官通達では、「自治体が食材費を負担す
ることを禁止しない旨」を明記しています。だからこそ、食材費の公的負担をはじめ、学校給食を無料化す
る自治体が全国に広がっているのではないですか。福島県では、県教育長が無料化は学校給食法上問題ない
とし、その実施は学校設置者の判断によると述べています。川崎市でも、保護者の生活実態に思いを寄せ、
やる気になればできるはずです。伺います。
東扇島埋め立て事業について
　発注方法についても、施工方法についてもこれから検討していくということで、何も決まっていない段階
です。概算工事費200億円の根拠についても、まったく示せませんでした。それなのに、覚書まで交わして
既成事実のように進めていくというのは、公共事業として、いまだかつてあり得ないことです。
　覚書を撤回し、埋め立て事業自体白紙に戻すべきです。市長に伺います。

2017年第３回川崎市議会決算審査特別委員会総括質疑（９月29日）

2016年度決算の財政状況と減債基金について
　川崎市の財政について、私たちは「財政が厳しい」という根拠について一つ一つただしてきました。扶助
費については、増加した部分のほとんどは国や県からの補助で賄われ、経常収支比率は20.0％にすぎず、一
人当たりの扶助費の額は政令市の平均以下で十分とはいえません。収支不足に充てるとして減債基金から53
億円の借り入れをしていますが、減債基金への積立額を取崩額だけにすれば、減債基金から借り入れる必要
はなく、収支不足どころか、収支は32億円のプラスになります。減債基金についても、10年間、積み増しを
しなくても実質公債費比率は13％で問題はなく、10年間で900億円の新たな財源を作ることができます。消
費税増税の延期についても、税率を引き上げれば逆に市の財政や市民の負担増になることから、増税延期に
よって財政が厳しくなるということにはなりません。このように、何一つ「財政が厳しい」という根拠には
ならないことを明らかにしました。これ以外で、何を根拠に「財政が厳しい」というのでしょうかと聞いた
のに対し、代表質問では明確な答弁がありませんでした。あらためて市長に伺います。
　さらに、市税収入は４年連続過去最高であり、財政力指数は10年以上、政令市トップを続け、市の貯金で
ある減債基金残高は2000億円を超え、政令市平均の約２倍にも達するなど、川崎市は政令市で最も豊かな財
政を持つことを明らかにしました。新たな人口推計でも、川崎市は政令市で生産年齢人口の比率は最も高く、
平均年齢で最も若い都市です。人口は、これから13年間、増え続け、市税収入は30年間、今より多いのです。
しかも、年少人口はこれから13年間、増え続けます。これでも、財政が厳しくなるといえるのでしょうか、
市長に伺います。
　財政が厳しいことの理由に少子化をあげていますが、だとしたら、今から対策を打たなければなりません。
少子化の対策というのは、成果が出るまで長い期間、30年くらいかかります。本気で取り組もうとしたら、
今、行なうことが大事なのではないですか。減債基金への積立を取崩し分だけにすれば、毎年、90億円、10
年間で900億円の新たな財源ができますし、さらに、収支フレームでみれば２年後から毎年度、20～200億円
の収支プラス分も財源にできます。これらを使えば、中学卒業まで小児医療費無料化のための市の負担額19
億円、少人数学級実施に19億円、認可保育園25か所3000人分の施設整備費が一般財源で４億円などは十分ま
かなうことができます。
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　こういう未来型投資財政にすべきであり、さらに特養ホーム10か所1200人分の施設整備費11億円（一般財
源）も十分可能です。市長に伺います。
13款８項１目、学校トイレ環境整備事業費に関連して
　平成28年度に「学校トイレ快適化事業」を実施した小中学校は、合計７校で決算額は２億9,793万8,110円
とのことで、トイレの洋式化率は小学校で約60％、中学校で約54％です。学校は子どもたちにとって、学習
だけでなく夕方まで過ごす生活の場です、学校のトイレを全面的に改修・改良すべきです。
　文教分科会では、内閣府の「避難所におけるトイレの確保ガイドライン」から、特に避難所となる施設に
ついて「高齢者や障害者にとっては、和式便器の使用は極度に困難であるので、既設トイレを洋式便器化し
ていくことが望ましい」としていることを紹介して質問しましたが、避難所としての学校トイレ整備の観点
から、改めて総務企画局長に伺います。
　内閣府のガイドラインは、「災害時のトイレの確保・管理にあたり配慮すべきこと」として、高齢者・障
がい者については「トイレの段差を解消する」「介助者も入れるトイレを確保する」ことをあげ、多目的ト
イレを設置する対応を求めています。
　東日本大震災の被災地である宮城県石巻市では、高齢者が和式トイレにしゃがんだまま動けなくなったと
いう事例も起きています。また、熊本地震で被災した小学校の元校長は「体育館トイレは洋式が一つだけ。
しかし車いすで入る仕様にはなっていません。せめて多くの住民の方が使う共有スペースの既設トイレは、
災害を想定したバリアフリー対応が必要だと痛感しました」と述べています。
　本市の学校のうち、体育館にもその近くにも多目的トイレがない学校は、小中学校で55校にのぼります。
体育館のトイレの洋式化とともに、多目的トイレの設置計画を新たに定めて緊急に推進すべきです。総務企
画局長に伺います。
　本市の地震被害想定避難者に見合う避難場所として、総務企画局長は今年３月議会で「体育館及び全ての
教室を対象にしている」と答弁しています。教室などを避難場所とするのであれば、内閣府が求めるように、
教室近くの既設トイレの洋式化を進めるべきです。総務企画局長に伺います。
農業費について
　まず、新規就農総合支援事業は、国の補助メニューを活用し、新規就農者支援をする事業として行いまし
たが、対象者がおらず、450万円丸ごと不用額になっています。
　国の補助制度ということですが、他都市では、家賃補助や給付金制度と併用して活用していますが、もっ
と工夫を凝らして活用できなかったのか伺います。
　農業担い手経営高度化支援事業は、市内でわずか３人から５人しか選ばれず、しかも、選ばれる対象者は
年間300万円以上の農業収入のある人に限られ、それは市内農業者のわずか４％にすぎません。結局、対象
者３人しかいなかったので、不用額が発生しています。今年度も、２名しか交付予定者が決まっていません。
そこで、来年度の見通しについて伺います。
　農業費全体で、不用額として2016年度710万円余残しています。2015年度廃止された、出荷推進対策事業
では、400万円余、直売団体育成支援対策事業では、900万円弱の予算でした。これなら、わざわざ事業を中
止しなくても、新規事業を行いながら、両事業とも継続できたのではないでしょうか。廃止された両事業を
支えにして、川崎の農地と農業を守ってきた農業者は、到底納得できるものではありません。廃止したこれ
らの事業を復活すべきと思いますが、見解を伺います。
地域密着の道路事業費等と住民要望について
　2016年度の区政総務費及び７行政区の道路維持補修事業費、水路整備事業費、街路樹維持管理事業費、公
園緑地維持管理事業費の総予算額は、当初予算64億2564万円余で、前年度からの繰越額を含めた決算におけ
る予算現額では、67億3,576万円余です。決算では、61億7960万円余、翌年度繰越額２億4257万円余、不用
額３億1358万円となっています。
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　毎日の市民生活に欠かせない地域の生活道路や側溝の傷みなどが随所で見られ、住民の方々から舗装や補
修の要望、街路樹の維持管理、公園の維持補修などの要望が多数寄せられます。
　陳情件数は、2016年度が26,560件で、その内、処理済みとなっているのは、舗装道路補修は80％、側溝等
補修は85％、安全施設整備82％で、約２割程度は次年度に持ち越されています。
　この問題は、この間ずっと取り上げてきましたが一向に改善されていません。150万人市民の日々の暮ら
しに直結する道路や公園等の適切な維持管理のために思い切って予算を増額すべきです。市長に伺います。
コミュニティ交通について
　コミュニティ交通支援事業の2016年度の決算額は、コミュニティ交通支援業務委託に545万４千円、高齢
者等割引事業補助金に約332万円、高石地区の車両買い替えに600万円で、総額1537万円です。高齢者等割引
事業補助金の内訳は麻生区高石地区が約159万円、多摩区長尾台地区が173万円とのことです。2015年度より
も増額されたものの、本格運行はいまだに２地区、試行運転などに取り組んでいるのも２地区に過ぎません。
「ミニバスを通してほしい」という切実な声は増えるばかりです。
　市長はコミュニティ交通について「各地域の交通課題の解決に向け、重要性が増している」として「さま
ざまな手法の導入や必要な支援のあり方など幅広い検討」すると答弁されていますが、支援の拡大はわずかで、
分科会でも、地元協議会の設立・運営と採算性への支援が必要だということが改めてあきらかになりました。
　これまでも求めてきたように、運行経費への支援を行うようにすべきです。市長に伺います。
国際戦略拠点マネジメント構築業務委託料6,488,400円について
　本事業の目的は、拠点マネジメントを行う推進組織、導入する機能、取り組み等の調査検討としています。
　ところが、調査報告書を見ますと、国際的なイノベーションクラスター形成に向けたロードマップの作成
を目指すとなっています。
　その先進的な事例としてドイツの事例を調査していますが、その中で、国際的なイノベーションクラスター
形成のために、連邦政府や国土の３分の１を占める州政府が活動資金の半分を支援しています。しかも、ク
ラスターマネジメント組織が独自に資金調達し、企業間の連携においてもマネジメント組織のリーダーシッ
プが重要ということです。それを仕切るのは、クラスターの対象領域を深く理解し、産業界にも精通したド
クター資格を持つ有能なリーダーということです。
　本来、国家的な財政支援を前提としているものを、自治体が独自に莫大な税金を継続的に投入することが
必要な国際的なイノベーションクラスター形成を目指すというのか、伺います。また、現在整備中のマネー
ジメントセンターは、ドイツの事例のようなクラスターマネジメント組織を目指すのか伺います。
　ドイツの事例では、中小企業が中心で、産業クラスターを形成しています。しかし、報告書では、大企業
が多く立地する殿町の施策として、大企業を核とした連携を提案しています。ナノ医療イノベーション事業
に自治体が財政支援する理由として、まがりなりにも医工連携といって市内中小企業との連携を想定してい
たのではないでしょうか。中小企業との連携を投げ捨て大企業の連携にシフトするのか、伺います。
介護保険事業特別会計について
　介護保険料は2000年からの介護保険制度発足当初、（第一期の基準保険料額・月額2950円）から現在は、1.
9倍に跳ね上がっています。県内で２番目に高い保険料となっています。2013年度の川崎市高齢者実態調査
では、市の介護保険料に対して、「高い」「やや高い」と答えた人は76％とトップでした。同年10月の市長選
挙で、福田市長は、川崎市の介護保険料が県内市町村の中で最も高いことから保険料抑制を公約していまし
た。しかし、第六期計画でも基準額は5540円に値上げされました。年金が毎年減額されるなか、介護保険料
も年金から天引きされます。現在と将来に不安を感じつつ、残りの年金でやりくりしているという生活実態
からすれば、介護保険料の負担はもう限界です。
　現在、2018年度から2020年度までの第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定作業に入ってい
ます。2017年３月に発表された「平成28年度川崎市高齢者実態調査」でも、川崎市の介護保険料が「高い」「や
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や高い」と感じている人の割合は約４人に３人。共産党市議団の市民アンケートでも「介護保険料・利用料
の軽減」を求める要求が突出しています。今の階層区分をさらに細分化するやり方も限界に来ています。介
護保険給付費準備基金を全部取り崩しても値上げは避けられない状況だということです。あらゆる手段を講
じて介護保険料の値上げを抑制すべきですが、やはり一般会計からの繰り入れが必要です。保険料抑制につ
いては前回市長選の市長の公約でもありました。一般会計からの繰り入れは市長が決断すればできることで
す。市長に伺います。
港湾整備事業特別会計、１款２項３目、東扇島コンテナ事業について
　コンテナ取扱量が2016年度、初めて10万TEUを超えました。その背景には、川崎港へのコンテナ誘導策
があります。国際コンテナ戦略港湾事業関係補助金制度が拡大されてきました。2011年12月から始められた
補助事業は、当初、他の港から川崎港に利用を切り替えたコンテナ貨物１FEUに対し、5000円を補助するも
のでした。2014年には、今まで補助金を受けていたコンテナ貨物に対し、継続して補助できるように制度を
広げ、2015年度からは、アジアの諸港を結ぶ航路のコンテナへの補助、2017年度からは冷凍・冷蔵コンテナ
への補助や空コンテナを無くす補助、市内中小企業が利用した場合の補助など、補助制度の対象を次々に増
やしてきたのです。コンテナ取り扱い量に占める補助対象個数の割合は、2012年49％から2016年には71％と
その依存度を高めています。補助金総額も2012年の5182万５千円から2016年には１億2474万７千円と2.4倍
にもなりました。2016年度のコンテナターミナルの「利用料および手数料収入」は、２億5456万４千円です。
その２分の１に当たる金額を補助しなければ集荷が維持できないということです。分科会で「いつになった
ら依存がなくなるのか」質したところ「当面の間は、助成制度を活用し、貨物集荷に取り組む」とのことで
した。これでは、いつまでも補助制度が続き、税金の投入が膨らみ続けることになります。６月議会でも指
摘したように、コンテナ集荷のための補助制度は中止すべきです。市長に伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問の前の意見】
学校トイレの防災対策について
　「被災の状況にあわせて柔軟な対応が可能となるよう、総合的な対策を推進する」との答弁でしたが、「柔
軟な対応」の基礎となるのは、既設トイレがどれだけ洋式化されているかです。内閣府のガイドラインは、
仮設トイレが被災地の避難所にいきわたるまでに４日以上かかった自治体が67％、１ヵ月以上要した自治体
も14％あったとしています。さらに「トイレの数が足りず不安で水を飲みことを控えた」「寒くて屋外トイ
レの使用が困難だった」などの課題を指摘、「衛生環境の悪化は生命に関わる問題となりうる」としています。
その上で、高齢者などには使用が困難な和式トイレの数をトイレ数の確保目標から除外しているのです。こ
の内閣府の指摘を受け止めて、学校トイレの洋式化、避難所となる体育館などのトイレの洋式化と多目的ト
イレの設置について、抜本的に計画をあらためて推進するよう要望いたします。
介護保険事業特別会計について
　第６期計画の保険料基準額は、準備基金の取り崩しや保険料段階の細分化などを行ったものの、第５期計
画の基準額5,014円より526円値上げされ、5,540円になりました。第７期では「可能な限り上昇の抑制を図る」
との答弁でしたが、工夫をしても値上げは避けられない見込みとのことです。
　現在の5,540円でももう限界です。「保険料の軽減をするには自治体が独自に法定の負担割合を変更し、そ
の財源を一般財源に求めることはふさわしくないと考えている」とのことですが、法定の負担割合を変更す
ることを要求しているのではありません。変更をしなくても一般財源からの繰り入れは可能です。また、「ふ
さわしくない」ということは、できるということです。自治体独自の取り組みとして、一般会計からの繰り
入れを行い保険料のこれ以上の値上げをしないことを、要望いたします。
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農業費について
　新規就農者総合支援事業については、川崎市では、利活用可能な農地の確保が困難なので、昨年度は資格
要件を満たす新規就農者がいないので活用されなかった。今年度も対象はいないということです。都市型農
業で市街化が進んでいるので、まとまった農地を確保することが困難だということです。そういう事情は、
農業担い手経営高度化支援事業にも当てはまります。都市型農業で市街化が進み、新たに農地を確保するこ
とが困難な川崎市において、持続的、自立的な農業経営だけに特化するような内容では、川崎市の農業従事
者の減少、生産緑地の減少を止められません。市街化が進み、ただでさえ農業経営がやりづらくなる中でも、
細々とでも農業を維持しようと頑張っている農業者に対して、「出荷推進対策事業」や「直売団体育成支援
対策事業」の復活を含め、手厚い支援を行って持続的自立的に農業を継続できるような支援をするべきです。
【再質問】
2016年度決算の財政状況と減債基金について
　私たちは「財政が厳しい」という根拠について、扶助費、減債基金、消費税の問題も上げて、どれも厳し
いという根拠にはならないことを述べて、それ以外に根拠はあるのかと質問しましたが、答弁は、「減債基
金からの借入」をあげられました。質問でも述べましたが、減債基金への積立は取り崩し額だけにすれば、
借り入れる必要はありません。「ルール通りに積み立てを行わないと将来世代に負担を強いる」ということ
に対しても、このルール自体が、実質公債費比率抑制のための計算上の基準にすぎず、市の裁量権に任され
ていること。今後10年間、取崩額だけ積み立てても実質公債費比率は13％で問題はなく、将来世代に過大な
負担にならないことを述べてきました。
　私たちが講師としてお呼びした財政の専門家も、「川崎市は財政面では、全般的に優等生である」とのべ、
特に将来負担すべき実質的な負債の比率、将来負担比率は117.4％で早期健全化基準400％をはるかに下回り、
政令市平均124.2％をも下回っており、「川崎は非常に堅実な財政運営をしている」と述べたほど、将来負担
は他の政令市と比べても低いことが明らかになりました。これに対して、違うというのであればその根拠を
示すべきです、市長に伺います。
　市長は、減債基金からの借入の理由を「人口増などによる行政需要に対応するため」という答弁でしたが、
本当に対応しているのでしょうか。私たちは、認可保育園の隠れ待機児童数、小児医療費、特養ホームの待
機者などを例に、どれも政令市では最低レベルであることを述べてきました。今困っている人たちがこれだ
けいるわけで、税金もそのために払っているわけですから、今、この切実な要望にこたえるべきではないで
すか、市長に伺います。
　市長は、今回の市長選挙に向けたマニフェストに「待機児童対策として、認可保育園の受け入れ枠を新規
に7000人分確保する」ことを盛り込んだと報道されました。これは、市長自身がこれだけの規模の認可保育
園の増設が必要だと認めたということであり、それだけの財政は確保できるということではないですか、市
長に伺います。
道路維持補修費等について
　道路や側溝の傷みが激しく、市民からの要望もたいへん多いのに、翌年度に持ち越されている実態を明ら
かにして質問したにもかかわらず、市長は今の予算の範囲で「安全・安心で快適に利用できるよう維持管理
する」との答弁でした。現状では安全・安心さえ確保できないからこそ、予算の大幅増額を求めているのです。
（ディスプレイ使用）
　このような状態の場所が、誇張ではなく川崎市じゅうの至るところで起きています。その結果、2016年度
に市が行ったかわさき市民アンケートで「市政で今後力を入れてほしいこと」の「道路、公園、広場の美化・
清掃」「道路・歩道の整備」「公園の整備や維持管理」がいずれも30％近くにのぼっています。日本共産党が
昨年行った市民アンケートでも同様で「まちづくりで力を入れてほしいこと」の第２位、28.3％が「道路・
公園の整備・清掃」と答えています。
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　私たちは決算審査特別委員会で毎年、この状況を示して質問してきました。市長はいつまで放置しておく
つもりなのでしょうか。これこそ市民が収めた税金を市民の福祉の向上のために使う基本的な使い道ではな
いでしょうか。再度予算の抜本的な増額を求めますが、市長に伺います。
コミュニティ交通について
　市長は「さらなる充実が必要だ」としながら、運行経費への支援は答弁されませんでした。山坂の多い地
域、大型バスの入れない住宅密集地において、コミュニティ交通がどれだけ切望されているか、市長がご存
じないはずがありません。必要なところで安定的に運行するためには、今の支援策ではどうしても足りない。
持続的に運行するためには運行経費を支援することがどうしても必要だと申し上げているのです。これは市
長の決断にかかっています。改めて市長の見解を伺います。
コンテナ貨物補助制度について
　答弁は、今後とも「補助制度を活用してまいります」とのことでした。2012年度と16年度の対比で、取扱
貨物量は2.6倍になったのに、使用料収入は２倍に過ぎません。コンテナの取扱量が増えたといっても、１
FEUあたりの利用料収入は減りました。2012年度には6425円あった利用料収入は、2016年度には、5069円と
２割も落ち込んでいます。このように無理をしてまで集荷する必要はありません。今後、コンテナターミナ
ルの指定管理に利用料金制を導入し、利用料金は一定の割合で指定管理者に入る計画です。しかし、補助制
度は、市の予算で行われます。収入は指定管理者に、補助負担は市民にということです。この制度の継続は、
市民負担を増やすことに他なりません。きっぱりと中止すべきです。改めて、市長に伺います。
【再質々問】
2016年度決算の財政状況と減債基金について
　「“財政が厳しい”という根拠を示すべき」という質問に対して、減債基金にルール通り積み立てるため、
減債基金からの借り入れが必要になり、財政が厳しくなるという答弁を繰りかえされました。私たちは、ルー
ル自体が計算上の基準であり、市の裁量であること。減債基金へ取崩額だけ積み立てれば、借入も必要なく、
収支もプラスとなることを明らかにしました。結局、私たちと市との違いは、このルールに対する立場の違
いだということを認めたわけです。加えて、ルール通りにするか、しないかは市の裁量権だということも認
めました。それでは、他の政令市も行っているように、ルール通りにしない場合に、ペナルティはあるのか、
市長に伺います。
【最後の意見】
　減債基金についてですが、「行政需要があるから減債基金から借り入れてきた」という答弁でした。では、
なぜ行政需要があるというなら、そちらに回すべきで、何も余分に減債基金に積み増ししなくてもよかった
のではないですか。結局、行政需要よりも、自治体の裁量でできペナルティもない積立ルールを盾にとって
過大な積立てを優先したということです。このようなやり方では市民の納得はまったく得られないことを指
摘しておきます。
　総括質疑でも、「財政が厳しい」という根拠は示せませんでした。川崎市に十分な財政力があることは明
らかです。川崎市の財政が非常に豊かであることは客観的事実です。その川崎の豊かな財政を、市民の暮ら
し・福祉の充実に活かすことを強く求めて、質問を終わります。

2017年第３回川崎市議会定例会代表討論（10月６日）

2016年度（平成28年度）決算の各会計決算認定について
歳入の特徴について
　2016年度一般会計決算では、市税は４年連続の増収で３年連続の過去最高を記録。基金については、減債
基金残高は初めて2000億円を超え、財政調整基金にも積み増しをしました。収支については、減債基金への
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積立を取崩し額だけにすれば、収支は32億円のプラスとなり、健全化指標についても、すべての指標で早期
健全化基準をはるかに下回り、きわめて健全です。財政力指数は依然、政令市でトップを続け、１を超えた
ことから、普通交付税は政令市で唯一の不交付団体となりました。このように本市は「財政が厳しい」とは
言えず、むしろ、政令市の中で豊かな財政を持つことが指標でも明らかになりました。
　市長は「財政が厳しい」理由に「扶助費の増大」を挙げていましたが、増加した部分は、保育所増設のた
めにどうしても必要な費用であり、増加した部分のほとんどは、国や県からの補助金で賄われるため、経常
収支比率は20％にすぎません。健康福祉費の構成比は減となり、一人当たりの扶助費の額は政令市平均を下
回るなど、決して十分とはいえません。減債基金と財政調整基金へ85億円も新たな積み増しをしていること
を考えると扶助費が財政を圧迫しているとは、とてもいえず、「財政が厳しい」という根拠にはなりません。
　減債基金についてですが、減債基金への積立ルールの根拠である実質公債費比率は早期健全化基準をはる
かに下回り、残高も政令市平均の1.8倍になるなど、さらなる積み増しが必要という水準ではありません。ルー
ル通り積み立てる理由に、将来の世代に負担がかかることを挙げていますが、10年間、積み増しをしなくて
も10年後の実質公債費比率は13％に過ぎず問題はなく、10年後以降の取り崩し額も400から500億円で平準化
しており、減債基金が足りなくなるような状況はありえません。何よりも積み立てルールは、実質公債費比
率抑制のための計算上の基準であり、ルール通りやるかどうかは市の裁量に任されています。今やらなけれ
ばならない課題が山積みなのに、ルールを優先して積み増しをすることは、市民の納得を得られないし、積
み増しをしてから借り入れる方法はとるべきではありません。
　将来の人口減少についても、財政が厳しい理由としていましたが、新たな人口推計では、本市は政令市で
生産年齢人口の比率は最も高く、平均年齢で最も若い都市です。人口は、これから13年間、増え続け、市税
収入は30年間、今より多いのです。しかも、年少人口はこれから13年間、増え続けます。人口減少も「財政
が厳しい」という根拠にすることはできません。
　このように、私たちは「財政が厳しい」という根拠について、一つ一つただしてきましたが、何一つ「財
政が厳しい」という根拠にはならないことを明らかにしました。
　加えて、市の財政論には、３つのごまかしがあることも指摘しました。第１は、財政が豊かなのに、「財
政は厳しい」として、福祉・くらしの予算を抑制してきたことです。扶助費は政令市の平均以下に抑えられ、
特に小児医療費助成の範囲や、認可保育園の待機児、特養ホームの待機者は政令市で最悪の状況です。第２
に、市税収入を予算で低く見積もり、減債基金への過大な積み立てをして、収支不足を過大に見せていたこ
と。第３に、「財政は厳しい」といいながら臨海部の不要不急の大型開発に過大な投資をしていることです。
市民に対して、これらの矛盾をどう説明するのでしょうか。
　小児医療費助成制度の拡充、認可保育園や特養ホームの大幅増設など、今必要な課題は山積みです。不要
不急の臨海部の大規模事業は中止をし、減債基金へのため込みをやめて、市民の福祉・くらしのために財政
を使うべきです、強く要望します。
歳出の特徴について
小児医療費助成制度について
　今年度、政令市の10市が中学卒業まで、７市が小学６年生まで医療費助成を行い、17政令市中13市が所得
制限なしで実施しています。
　また、県内の実施状況を見ると、33市町村のうち、中学卒業までは18自治体に広がり、そのうち所得制限
なしは11自治体にのぼり、窓口負担金を導入したのは川崎市と横浜市だけです。このように、本市の助成制
度は、対象年齢、所得制限、窓口負担金などの比較で政令市最低水準と言わなければなりません。全国的に
も厚労省のまとめを掲載した新聞報道では、高校卒業までが378自治体で全体の22％、中学卒業までが1005
自治体で58％、所得制限なしは1432自治体で82％と速いスピードで拡充が進んでいます。
　本市は所得制限があることで、１歳から小学６年生までの全体では27300人余.17％が助成を受けられません。
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また、拡充された小学４年生から６年生までは8800人余で26％、４人に一人の割合で助成が受けられません。
　所得制限と一部負担金を撤廃し、中学卒業までの医療費助成を実施するのにあと18億円あればできます。
豊かな財政を生かして一刻も早く、中学卒業まで、所得制限と一部負担金の撤廃で医療費助成の拡充を強く
求めます。
保育所待機児童の解消について
　2017年４月の認可保育所の利用申請は就学前児童数の36.5％に達し、近い年度に４割台になることが見込
まれます。近年、定員増に対し入所申請がはるかに上回るなど、人口増や保育ニーズの急増に、増設の規模
とテンポが追いついていません。2016年度の認可保育所整備事業に関わる決算について、６月補正含めて1,
895人分の定員増の予算を計上しましたが、整備されたのは1,520人分でした。こども未来局長は民間事業者
活用型の募集に対し、多くの応募が得られなかったことが理由と答え、民間事業者活用型の整備は「補完的
な整備」ということでした。３千人近い隠れ待機児童を真に待機児ゼロにするために、庁内あげて公有地の
活用に全力を挙げるとともに、民有地も活用し認可保育園の抜本的な増設を求めます。保育士の確保のため
に、処遇改善の充実も強く求めます。
放課後児童健全育成事業（学童保育）について
　2015年度に、児童福祉法の改正、及び「子ども子育て支援法」により、学童保育の自治体の責任が強化さ
れました。放課後児童健全育成事業の運営費基準額が見直され、2016年度の交付要綱において、運営費単価
における国庫補助基準額が引き上げられ、2016年度の国庫補助対象経費は、８億269万円で市の負担割合は、
従前の３分の２から３分の１に減り、２億７千万円です。保護者が就労している児童を対象にした「放課後
児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例」における「ひとつの支援単位」である40人を超える学校は20
16年度86校から今年度90校へ、そのうち80人を超える学校は38校から42校へ、120人を超える学校は６校か
ら８校へ増えています。分科会では、「今後も利用児童の増加に伴い基準面積の確保が必要と見込まれるが、
引き続き、学校施設の有効活用や計画的な改修を含めた柔軟な対応に努める」との、従来どおりの答弁でし
た。しかし、今後、さらに増大するニーズに対し、更なる学校施設の有効活用には限界があると考えます。
　また、子どもによっては、わくわくプラザの大人数になじめないお子さんもいます。民間事業者による学
童保育を選択する児童、保護者もいます。本市の子どもの権利条例では、「子どものおかれた状況に応じ、
子どもにとって、必要な支援を受けることができる」としているのですから、選択権を保障すべきです。
　横浜市は全児童事業にも民間の学童保育事業についても、国庫補助金の申請を国に対し行なっています。
本市も基準条例を満たし、市に届出を行う民間事業者の学童保育を利用する児童も、国庫補助の対称にする
ことを強く求めます。
少人数学級の拡充について
　学級編成権限が県から本市に移譲されたことを期に、少人数学級を視野に教職員を増員すること、また少
人数学級と少人数指導の選択について学校の学級編成権限を尊重することを求めましたが、市が独自に少人
数学級に踏み出すことについては明確な答弁がありませんでした。代表質問後の調査で、札幌市、さいたま
市、堺市も市が独自に少人数学級に踏み出して、16政令市が独自に取り組んでいることが明らかになりまし
た。政令市への移管を期に、せめて小学校３年生、中学校１年生への少人数学級の拡大を急いで行うよう求
めておきます。
特養ホームの整備について
　特別養護老人ホームの待機者は今年４月１日現在で4276人、そのうちなるべく早く入居したい人は3156人
で、全体の74％を占めています。待機している年数が３年以上を超えている人は39.8％で、３年前より14.3
ポイント増えています。特養ホームの整備が進まず、待機期間が長期化していることが明らかになりました。
こうした深刻な事態なのに、2017年度の新設は５月に１ヵ所94床の開所だけ、前市長最後の５年分の増設が
1519床に対して、福田市長が手がけた３年分ではわずか430床だけです。「今すぐに入居したい」という本人・
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ご家族の切実な願いと大きくかけ離れています。横浜市のようにまず、要介護３以上の方がおおむね12ヵ月
以内で入居できるような整備目標を掲げて、テンポをあげて整備を進めることを求めます。
消防力の強化について
　地域防災力の強化の要は消防力の強化です。消防職員は川崎市の条例定数をほぼ満たしているものの、い
まの川崎のいざという場合の災害対応、警防対応などを考えるととても充足していないことが、質疑のなか
でも明らかになりました。消防署には高度な消防車種は配備されているにも係わらず、それに見合う消防職
員が足らず、乗換えでしか対応できない、という深刻な話も聞きました。
　応急手当普及啓発活動、いわゆる市民救命士の養成についても、「救急業務体制のより一層の充実を図るた
め、増大する救命講習の需要に十分応えられないことなどから」という理由で、2016年度から、救命講習を
全面民間委託にしてしまいました。しかも、テキスト代等として市民の費用負担も発生するようになりました。
本来なら市民負担なしで一番現場の実態を知っている消防職員が講習にあたるべきではないでしょうか。
　救急車の充足問題でも、川崎は人口が増え、高齢化も進むなかで、救急搬送も重症、中等症の方が増え、
救急車の「適正利用」で解決する事態ではない、ことも判明しました。そのなかで、全ての救急車27隊がフ
ル稼働しても足りず、予備の救急車を活用する「第２救急隊」が臨時で編成される事態が何回も起こりました。
　国基準の必要隊数は33隊で、今後麻生区に１隊配備されるとしても、５隊不足している事態を放置するこ
となく、一刻も早く増隊することを求めます。市民の命、安全をまもるためにも国の整備指針から149人も
不足している事態を、正面から受け止め、条例を見直し国の整備指針に添う形の消防職員の増員を求めます。
住宅リフォーム助成について
　助成制度をつくることについて市長の対応を質したところ「情報発信力や営業力強化を目的とした研修や
住宅相談会を開催してまいりたい」と従来の答弁を繰り返すだけでした。2016年度、全国600自治体以上で
取り組まれた「住宅リフォーム助成制度」は、市民のリフォーム需要を喚起し、地元建設業や商店に結びつ
けることで、地域経済を暖めます。各地で試され済みの経済対策である「住宅リフォーム助成制度」を急ぎ
検討するよう、改めて求めておきます。
道路維持補修等について
　分科会や総括質疑において、市民の要望の強さや、市内の道路や街路樹の現状を示して、補修等を抜本的
に進めるよう求めました。しかし市長は「今後も計画的・効率的な予算執行を図る」とこれまでと変わらな
いだけでなく、「市民との協働による美化活動を推進する」と市民のボランティアに頼る姿勢を示しました。
市民はすでに自分たちで草刈りをしたり、道路の掃除をしています。９月のいっせい美化活動には、たくさ
んの方たちが出ておられました。市民の方たちの善意にお任せするだけでなく、市民生活に密着する道路補
修や街路樹の剪定などへ予算の抜本的な増額を求めておきます。
東扇島堀込部の埋め立て計画について
　昨年度の決算の中で、支出済み額１億3700万円余を計上し、東扇島公有水面埋め立て事業のための調査、
設計等に充てていますが、現時点においても、そもそも埋め立てる目的もあいまいで、工法も、具体的な検
討内容も不明のまま、リニア新幹線の建設発生土を受け入れることだけが決まっています。つまり、JR東
海の建設発生土の処分のために、処理費用として掛かる費用を全額JR東海に求めないで、200億円に上限を
定め、市民にとって不要な埋め立てのために40億円以上の負担を市の税金を充てるというもので、無駄な大
規模事業の極みです。本事業については、中止することを強く求めておきます。
羽田連絡道路について
　経済波及効果について昨年度委託調査を実施しましたが、そもそも、連絡道路を作ることのメリットを委
託調査しなければならないこと自体に、連絡道路の必要性がないことが表われているのではないでしょうか。
しかも、総括質疑でも取り上げましたが、貴重な干潟を破壊して、元通りにすることなどできるはずがあり
ません。今からでも遅くありません。事業を中止することを強く求めます。
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国際戦略拠点マネジメント構築業務委託料について
　ドイツの事例においても、クラスタマネジメント組織は、自治体が独自の財源をもって運営するようなもの
ではないということが分かりました。しかもその運営には、ライフイノベーション分野に深く精通したリーダー
が不可欠ということで、自治体職員の出向や退職職員の天下りで担えるものではないということもわかりました。
　その上で、国際的なクラスター形成を目指すというのは、あまりにも無謀な内容と言わざるを得ません。
また、市内中小企業への連携ということが、曲がりなりにも自治体が取り組む理由付けになっていたわけで
すが、結局、中小企業に対して自主的な参加を求めるだけでした。そもそも、殿町の研究開発拠点において
は、市内中小企業支援にはなり得ないという私たちの指摘の通りになっています。改めて、キングスカイフ
ロントへのこれ以上の財政支援は、やめるべきことを指摘しておきます。
議案第87号川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について
　固定資産税等の特例措置の対象の中に、特定事業所内保育施設が含まれています。これは、いわゆる企業
主導型保育事業です。　「企業主導型保育事業」は、2016年度から始まった国の事業で、「会社がつくる保育
園」と言われる「認可外保育施設」のことです。
　企業主導型保育事業として展開される事業所内保育は認可外施設であり、新制度の実施主体である市町村
の関与を必要としませんが、新制度の枠内の事業でもあるので、内閣府が補助金の管理、事業費の執行を行
い、都道府県が指導監督し、事故などがあった場合は、施設の設置運営者が責任を負うという、保育に対す
る責任の所在が多元化しており、非常にわかりにくい事業となっています。
　また、企業主導型保育事業は、定員19人以下でゼロ歳から２歳児を対象とする小規模保育事業の基準を守
ることを原則としており、小規模保育B型での保育士配置２分の１の基準を持ち込み、施設設備の基準は努
力義務にしようとしています。調理室や園庭の設置基準については既に緩和されていますが、その基準さえ
も曖昧にしようというものです。これでは、保育の質を担保することができません。今回の減税は、「企業
主導型保育事業」である特定事業所内保育施設について、「待機児童解消に資する」として、事業用地・施
設の固定資産税・都市計画税を３分の１へと減税する内容です。私たちは、そもそも保育の実施は、児童福
祉法で定められた自治体の「責務」であり、こども達の健全な成長と発達を考えるならば、待機児童解消は
認可保育園を中心に進めるべきであり、企業主導型保育事業を減税してまで、推進するべきではありません。
よって、本議案については、賛成できません。
議案第88号、川崎市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
　この条例は、マイナンバーカードによるコンビニ交付が開始されたため、行政サービス端末による印鑑登
録証明書の交付申請を廃止するものとのことです。
　委員会の質疑で、現在の本市のマイナンバーカードの交付は17万３千人、コンビニ交付の実績は今年の４
月から８月で月平均3000から3500件とのことです。それに対して行政サービス端末に必要な市民カードの発
行数は約24万人、今年の同時期の利用件数は5000から6000件とのことで、現時点で行政サービス端末の方が、
マイナンバーカードより利用者が多くなっています。
　これまでも全国でマイナンバーにかかわる情報漏洩などがたびたび起こっており、各種アンケートなどで
も「マイナンバーカードをつくりたくない・つくる予定はない」という方が多数を占めています。行政サー
ビス端末は、情報漏えいまで通じるセキュリティの心配がなく、市民のだれもが登録すれば利用できるシス
テムです。現在の利用者はじめ、「マイナンバーカードの必要性を感じない」という多数の方々にとって、そ
の廃止により、大きな不利益を生じることになるため、この議案には反対いたします。
議案第111号平成28年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
　高齢者に差別を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、反対です。
請願第37号「所得税法第56条の廃止を求める意見書を国にあげることに関する請願」について
　自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。しかし、事業専従者控除を配偶者に86万円、
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その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば配偶者は344円、その他の親族は200円です。
　家族従事者の多くは女性です。昨年２月に開催された第63会期国連女性差別撤廃委員会は、日本政府に対
し、「家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討すること」を勧告しました。つまり、
その働き分が給料として認められないことは、まさに女性差別以外の何ものでもないということです。
委員会審査でも、私たちの質問に対して、白色、青色いずれの申告方法でも適正に申告されていることを認
めた上で、申告制度全体の見直しが必要「青白の区別することなく適正に申告されることが理想」だとの認
識を示されました。
　申告方法での違いがない中で、家族専従者給与を認めない所得税法第56条を直ちに廃止すべきであり、本
請願については採択することに賛成です。
　私たちは、予算議会において、不要不急の大規模開発を見直し、基金の取り崩しなどによって市民生活の
切実な願いに応えるべきと予算の組み替え動議を提出した経過も踏まえ、2016年度決算認定にあたっては、
一般会計、競輪事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、港湾整備事業特別会計、公共用地先行取得等
事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計については認定できません。
　以上の立場から、議案第87号、議案第88号、議案第106号、議案第107号、議案第111号、議案第114号、議
案第118号、議案第121号、議案第122号については反対及び認定できないこと、請願第37号その他の議案、
請願、報告については、賛成、同意及び認定することを表明して討論を終わります。
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2017年第４回川崎市議会定例会代表質問（12月７日）

市長の政治姿勢について
北朝鮮問題について
　11月29日、北朝鮮は弾道ミサイルを発射しました。世界の平和にとって重大な脅威であり、厳しく糾弾し
抗議します。同時に、北朝鮮問題をどう解決するかは、世界政治の最大の課題となっています。
　11月６日、川崎市にお住まいの拉致被害者家族である横田早紀江さんは、来日したトランプ大統領に対し
て、拉致問題の一刻も早い解決への協力を求めるとともに、「戦争だけはやめてほしい。人を殺戮して街を
破壊するのでは意味がない」と述べ、戦争の回避と「対話による平和的解決」を繰り返し強調されました。
しかし、安倍首相は、トランプ大統領との首脳会談で「対話のための対話は意味がない」として対話を否定
し、米国の先制攻撃も含めた軍事力行使を容認する従来の立場を繰り返しました。
　今一番大切なことは、戦争を絶対に起こしてはならないということです。米朝の軍事的挑発の応酬になって
いる中、一番危惧されることは、緊張の激化で、偶発的な事態や誤算から軍事衝突が起こり戦争に発展するこ
とです。我が国にとっても壊滅的事態をもたらす戦争を回避することは、政治に課せられた最大の責務です。
　北朝鮮問題の解決は、経済制裁強化と一体に「対話による平和的解決」に知恵と力を尽くすことが唯一の
方法と考えますが、市長の見解を伺います。
川崎市総合計画について
　2018年度から４年間を計画期間とする第２期実施計画素案が出されました。約500ページにも及ぶ膨大な
計画ですが、きちんと市民の実態を把握し、現実の課題を取り上げ、市民の切実な要求にこたえたものになっ
ているのでしょうか。
　総論で「少子高齢化のさらなる進展、人口減少への転換、生産年齢人口の減少」を第一の課題に挙げてい
ますが、日本の人口減少問題が川崎市の実態に当てはまるのでしょうか。川崎市の新たな人口推計は、前回
の推計と比較するとピーク時の人口が6.5万人増加し、年少人口ピークは、2015年から2030年と15年も伸びま
した。本市は政令市の中で人口増加率が最も高く、生産年齢人口の比率は最も高く、老年人口比率は最も低く、
平均年齢で最も若い都市です。人口は、これから13年間、増え続け、今より人口が減少するのは33年後です。
　少子高齢化といいますが、それらの対策はしっかり取られているのでしょうか。川崎市の実態は、例えば、
2017年４月時点でみると認可保育園の入所保留数は政令市でワースト２位、小児医療費助成制度の通院対象
や所得制限についても政令市で「最低水準」です。高齢者の問題では、特養ホームの待機率は人口100万人
以上の政令市でワースト１位。市民アンケートで一番要望の多かった介護保険料の問題では保険料月額は県
内で４番目に高く、さらに値上げが予定されるなど高齢者施策は遅れたままとなっています。
　雇用の問題では、川崎市では非正規雇用が増大し、正規雇用にどう転換していくかが大きな課題ですが、
計画には、その対応策がありません。中小企業の分野では、従業者数は減少し、倒産・廃業は増加の一途で
すが、それをくいとめる具体的施策はほとんどありません。市長が重点公約に掲げている防災についても、
川崎市の防災対策の遅れは深刻です。消防職員は国基準の必要数に対して150人も不足し、救急車は５万人に
１台必要という国の配置基準に対して人口30万人分に匹敵する６台も不足しています。避難者想定は36万人
なのに避難所となる学校体育館の収容可能は９万人分しかなく、住宅耐震化の必要数8900戸としながら耐震
改修助成は全体改修で年間102件分と、とても追いついていないのが現状です。ところが計画では、施策１の
課題のトップに「市民の自助・共助・互助に関わる防災意識が低下傾向にあることから」市民意識の高揚を
図ることの必要性を挙げ、施策２では「自助・共助・互助による地域防災力の向上」を挙げるなど、防災対
策の主体が市民にあるかのように書かれています。このように防災については深刻な実態や公的な防災対策
の遅れがあるのに、公的責任を後景に追いやる計画になっています。人口減少といった30年後の心配をする
前に、現在直面している人口増や需要増による課題に対応することが先決だと考えますが、市長に伺います。
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行財政改革について
　昨年策定した行財政改革プログラムでは、現状と課題において、人口減少や財政の硬直化を強調。それを
理由に利用料・手数料など市民負担増を押し付け、また、高齢者施策を見直しました。その結果、高齢者見
守り事業など高齢者に喜ばれていた施策を削減・廃止し、小学校ふれあいデイサービス事業・デイセントー
事業も2017年度末で廃止されるなど、市民サービスが削減されました。削減の矛先が弱者に向けられていた
のが特徴でした。
　第２期プログラムでも課題のトップとして取り上げられているのは、人口減少です。しかし、総合計画の
ところでも述べたように、現在の人口より減る時期が大幅にずれて、むしろ人口増加や需要増のための対策
が急務です。人口減少を課題の第一に挙げるのは、実態に合っていません。財政運営の問題では、昨年の行
財政改革プログラムにおける「財政の硬直化が一層進んでいる状況」という文言は削除され「本市の市税収
入は堅調に推移している」という文言に代わりました。わが党も９月議会の2016年度決算で「財政が厳しい」
という根拠は一つもなく、むしろ政令市で最も豊かな財政力を持っていることを明らかにしました。
　このように行革の根拠がなくなっているにもかかわらず「市民サービス等の再構築」では、市民サービス
の見直しが目白押しです。昨年のプログラムと同様、「高齢者外出支援乗車事業」、「重度障害者医療費助成
制度」、介護保険外の市単独事業、「成人ぜん息患者医療費助成制度」などが見直しの対象になっています。
いずれも市民にとってなくてはならない施策であり、拡充こそ求められています。財政力はあるのですから
これ以上市民サービスを削減すべきではありません、市長の見解を伺います。
子育て支援策について
小児医療費助成制度について
　市長は、先の市長選挙での公約で、現在中学卒業までの入院医療費の助成について所得制限を廃止すると
発表しました。廃止されれば、今年度の予算ベースで、入院１件あたり約45,000円、年間2,177件の助成が
増えるとの試算です。遅くとも来年４月から廃止されると受けとめてよいか、市長に伺います。
　これまで市長は、所得制限を存続する理由について「より必要度の高い子育て家庭への経済的支援を行な
うため」と、低所得の子育て家庭への支援との認識を示してきました。しかし、通院であろうと、入院であ
ろうと、子どもが病気やケガをする確率と親の所得は関係ありません。したがって入院部分の所得制限を廃
止することは、これまでの所得制限を存続する理由が成り立たなくなりました。通院の助成についても所得
制限を撤廃すべきです。市長に伺います。
　横浜市の林市長は、７月の市長選挙の公約とその後の市議会での所信表明で、2019年４月から通院の助成
を中学３年生まで拡大し、所得制限を大幅緩和する方針を明らかにし、来年度予算で必要な経費を盛り込む
と表明しました。すでに所得制限なしで中学卒業まで無料化している東京都と、この横浜市に挟まれた川崎
市の助成制度の立ち遅れがいっそう際立ちます。中学生の数が川崎市の2.7倍、７万８千人以上の横浜市が
踏み出すのに、政令市トップの財政力があり、中学生が２万９千人の川崎市でできないはずがありません。
本市でも一刻も早く通院の助成対象を中学卒業まで拡大すべきです。市長が決断し、来年度予算に盛り込む
べきです。伺います。
保育所待機児童解消について
　10月１日現在の保育所利用申請は４月１日より1637人も増えて31,527人。利用申請者の増加は著しく、20
13年４月時の利用申請者数、22164人と比較すると、この４年間では7726人、４年半で、9363人も増加。就
学前児童に占める申請率も2013年４月、27.4％から、今年10月は38.6％へと10％以上増加しました。総合計
画第２期実施計画の素案では、期間中に「認可保育所等における7000人以上の受入枠の確保」としています
が、認可保育園、認定こども園、などいわゆる「子ども子育て支援法」による認可保育園で整備するという
ことでいいか伺います。また、４年間の年次計画を伺います。過去４年間の急激な申請の増加を考えるなら
ば増設規模を１万人程度に改めるべきと考えますが市長に伺います。



－ 217 －

　「認可保育園に入れるだろうか」「どこにも預けられなければ仕事をやめざるを得ない」と保育所の申し込
みを済ませても入所が決まるまで親は不安でいっぱいです。10月１日現在の入所保留児は4,334人、待機児童
は374人です。このうち、厚労省が示した新定義で、待機児童とカウントされた育児休業中の人数は何人か伺
います。現時点で、来年度に向けて1843人の定員増を図るとしていますが、民間事業者活用型で、何人増や
すのか伺います。新定義で増えると思われる待機児童も勘案して、待機児の解消の見通しはあるのか伺います。
　先の議会で「今後について民間事業者活用型の整備は『補完的な整備』との答弁でした。従来は新設によ
る定員増の約６割以上は民間事業者活用型によりましたが、今後は、整備計画の基本として、公有地や民有
地活用の整備による定員増をもっと増やす計画にすべきです。伺います。
保育士確保と処遇改善について
　認可保育園の増設と共に保育士確保がなければ待機児解消はできません。抜本的な処遇改善を図り、保育
士の定着と新たな整備に伴う保育士確保が必要です。国の処遇改善加算などによる９月補正予算が計上され
ましたが、それでもなお、一般労働者との賃金格差は相当な開きがあります。市独自の処遇改善策を検討す
べきと思いますが、伺います。
子どもの貧困対策について
　「川崎市子ども若者生活調査」の実施と分析結果に基づき、11月「子どもの貧困対策の基本的な考え方」
が示されました。経済的に厳しい状況にある世帯では、子どもが必要とする文具や教材が買えない等の状況
や、学校を楽しいと思う度合いにも差異があること、本人が望む進路や進学を断念していることや中途退学
が起きる可能性が高いことなどの実態を浮き彫りにしました。その上で生活の困窮や貧困の連鎖を予防する
ために既存制度の底上げを図ることを柱の一つに位置づけています。
就学援助制度について
　川崎市の就学援助利用者は政令市平均の３分の２にとどまっています。既存制度の底上げというのであれ
ば、就学援助の認定基準を生活保護基準の1.0倍から引き上げるべきです。伺います。これまで就学援助の
入学準備金は入学後の７月に支給されていましたが、今回の補正予算で、中学校の入学準備金は今年度から
入学前の３月に、小学校は来年度から同様に３月に支給する方向が出されました。重要な前進ですが、必要
なものを買い揃えるためには３月では間に合いません。１月か、せめて２月に支給できないのでしょうか、
伺います。中学校の体育の授業で武道が必修化され、必要となった柔道着の購入費約４千円は重い保護者負
担です。政令市のうち８市は「体育実技用具費」として柔道着代を就学援助の対象として支給しています。
本市も柔道着代など体育実技用具費と生徒会費・ＰＴＡ会費を援助対象に追加すべきです。伺います。
高校奨学金について
　子ども・若者生活調査では、「経済的な理由で進学を諦めた」「中退した」「今後その可能性がある」との
回答が、経済的に厳しい世帯では50％、中程度の所得の世帯でも26.8％にのぼりました。報告書も「教育費
負担軽減策の拡充を図っていくことが重要」と結論付けています。京都市は「学習状態が良好」という基準
を柔軟に運用して５千人に奨学金を支給しています。相模原市は来年度から市民税非課税世帯を対象に年間
10万円・入学準備金２万円を支給する高校奨学金を導入しますが、成績要件は設けていません。本市も成績
要件をなくすべきです。伺います。
「地域における支え合いの仕組みづくり」について
　子育て世代や高齢世代における社会からの孤立が危惧され、家庭に「居場所」がない子ども・若者にとっ
ては、安心・安全にすごせる「居場所」の確保は喫緊の課題であるとしています。３年目になる「地域子ど
も・子育て活動支援助成モデル事業」は今年度18団体が選定され、地域の子どもの居場所の役割を担ってい
ます。どのように評価しているのか、今後、本格実施すべきと考えますが伺います。
　子どもの権利条例を具現化し、子どもに寄添い、多様な子どもたちを含めた子どもの豊かな居場所となって
いる「子ども夢パーク」のような施設を南部地域にも整備する事を以前にも提案しましたが、対応を伺います。
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　「子ども若者生活調査」のアンケート調査で，食事の摂取状況にも差異があり、経済的に厳しい状況にあ
る世帯では、朝ご飯を毎日食べていないことや夕ご飯を子どもだけで食べる「孤食」の状況が生じやすい事
がうかがえたとしています。各地で、地域の子どもの居場所を兼ねた「子ども食堂」の取組が急速に広がっ
ています。本市の「子ども食堂」の実態をどのように把握しているのか伺います。アンケート調査を受けて、
市としてどのような対策を図る考えか伺います。
　今年度始まった「ひとり親家庭等生活支援・学習支援事業」は、小学３年から６年生を対象に、安心して
集えるスペースとして友達と一緒に勉強したり遊んだり、夕食を食べる事業です。委託法人のスタッフのほ
かボランティアや学生が関わるなど、困ったことはやさしく話も聞いてくれる大人がいます。国が２分の１
を負担する事業です。現在、川崎区、高津区、多摩区内で実施されておりますが、全区に拡大の方向性を検
討すべきですが伺います。
児童養護施設等入所児童の支援について
　入所児童の自立支援や退所後の自立支援など、児童養護施設の入所児童が健やかに成長し、社会的自立を
果たしていくよう、支援を充実させながら推進するとあります。児童養護施設に、自立に向けた準備の取組
や、アフターケアを行う自立支援コーディネーターを常勤配置し、進学や就職に向けたサポートや退所後の
生活支援を行うべきと考えますが伺います。退所後、自立に向けた住宅支援として住居設定費用の助成等を
行うべきと考えますが伺います。
教育をめぐる環境整備について
小・中・特別支援学校の教員の定数内欠員について
　毎年、欠員削減に努力することが約束されていながら目に見える改善は今年もありませんでした。2017年
度の合格者数は2016年度に比較して小・中・特別支援学校合計では79人増えました。しかし、辞退者や退職
教員の数が影響したのか、欠員は344人から315人と29人減っただけでした。ほとんど欠員が減らなかったに
もかかわらず、2018年度採用者の合格者数は2017年度より４人少ない391人でした。これでいったい何人の
欠員が解消されるのでしょうか。2018年度の欠員解消の見通しについて伺います。今回の市長選挙で市長は
「定数をどうやって確保するかに全力をあげなければ」と、強い決意が表明されたとのことです。いまこそ
市長にイニシアチブを発揮して、欠員解消を図っていただきたい、と思いますが、伺います。
少人数学級の拡充について
　総合計画の第２期実施計画をみても、習熟度別学習はでてきますが、少人数学級の拡充は確認できません。
　先日、委員会視察で伺った広島市では、すでに平成16年度に少人数教育推進のための段階的プラン・素案
を策定し、中学校１年生まで35人以下学級を実施しています。実施５年後には、40人学級の指導経験がある教
諭を対象にした「取り組み状況に関する調査」では、「１人１人の理解度やつまずき等に応じて丁寧に支援で
きるようになった」が96％の教諭から回答を得た、「１人１人が作業的、体験的な学習活動をする場面を設定
できるようになった」など肯定的な回答が得られたと報告がありました。また、その翌年には「基礎・基本定
着状況調査」の児童質問調査から「授業への参加意欲」や「授業のかわりやすさ」などについて導入前と比較
して小学校、中学校ともに肯定的回答が向上しているとの結果が得られたとの報告もありました。広島市では
基本に少人数学級実現のプランがあり、そのうえで必要な場合に習熟度別授業を行っていました。すでに16政
令都市が少人数学級を独自に実施、拡充しています。川崎市に学級編制権が移譲されました。こんなに効果
が認められる少人数学級を、どうして川崎の子どもたちに段階的にでも拡充しないのでしょうか。伺います。
小学校給食費の改定について
　来年度から現行の小学校の給食費を１食230円から270円に17％も値上げする案が出されました。年額平均
7,150円の引き上げになり、現状でも大きな負担となっている学校徴収金がさらに値上げされることになり
ます。市内の小学校全体では５億８千万円の保護者負担増です。
　食材価格の動向や望ましい献立、安全・安心を十分確保して望ましい給食を提供するためには、現行の23
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0円では40円程度不足するからというのが値上げの理由です。
　義務教育における給食は、学校給食法でもあるように、心身の成長を保障し、好ましい食生活、食習慣を
学び、生涯のこれら基礎となる食育であり、教育の一環です。したがって、食材価格の高騰があっても献立
の質を下げず、安全・安心の給食を提供するのは当然であり、献立が充実されることは必要です。
　これまで食材費は全額保護者負担とされてきましたが、憲法26条の「義務教育は無償化とする」と規定さ
れているように、本来は無償化すべきものであり、給食費についても、学校給食法施行時の事務次官通達で
は「自治体が食材費を負担することを禁止しない旨」を明記しています。この趣旨からすれば、食材価格の
変動や献立の充実によって不足する１食40円については公費で負担すべきです。これまでの給食費の負担割
合を改め、食材費に公費を導入し、値上げはやめるべきです。伺います。
学校トイレの洋式化について
　今年度末時点の見込みで、川崎市の小中学校・高校・特別支援学校で整備の必要な学校トイレは約2050カ
所であり、2016年末の便器の洋式化率は約６割となります。。先の市長選挙で、市長は「洋式化をスピードアッ
プさせ、全校改修に向けて過去４年間で改修した箇所の２倍を整備」すると公約されました。この４年間で
の整備数は約450ヵ所ですから、今後の４年間でその２倍の900カ所の洋式化を進めると受け止めていいのか、
市長に伺います。
障がい者施策について
　第４次ノーマライゼーションプランの改定案が示されました。ニーズ調査や関係団体からの聞き取りなど
が行われ、そこから課題を抽出していることは大きな特徴であり、それらの課題は私たちもたくさんの団体
の皆さんから伺ったこととほぼ共通していますが、それが計画案に反映されているかどうかが重要です。
相談支援事業について
　障害者相談支援センターの抱える相談件数が多く、現状の設置数、職員数では対応しきれないという意見
が出され、課題としても「充実が必要」とされていますが、数値目標では「今後あり方を踏まえた検討を行
うため」として箇所数は28か所のままです。これはあり方の検討を３年かけて行い、次の計画で拡充すると
いうことなのか、それとももっと大きな変更を行うつもりなのか伺います。いま、緊急に求められているの
は、精神障がいのみなさんからの相談を専門的に受ける相談支援センターの増設です。市民からの要望も強
く上がっています。検討を待つことなく直ちに取り組むべきと思いますが伺います。私たちはこれまで、発
達障がいへの専門的な支援としてペアレントメンター事業を求めてきましたが、改定案に初めて盛り込まれ
ました。事業の具体的な内容を伺います。
グループホームについて
　ニーズ調査や関係団体の聞き取りの中でも、グループホームが足りないなどの声があり、増設が強く求め
られています。現行の第４期障害福祉計画の３年間では270床の増設目標を持っていましたが、進捗状況を
伺います。その課題についても伺います。
障がい者スポーツの推進について
　改定案では「障害者スポーツの普及によって誰もがスポーツの楽しさを味わう環境を実現する」としてい
ますが、現実のスポーツ施設では障がい者は肩身の狭い思いをしていることが少なくありません。今年度、
各区スポーツセンターで障害者スポーツデーを試行的に年間で１回開催するようですが、開催種目、参加者
について伺います。１年間に１回だけでは、持続的にスポーツに親しむことはできません。恒常的にさまざ
まなスポーツに親しめるよう、井田のリハビリテーション福祉センタースポーツ施設を、年間を通じて利用
できる温水プールと体育館を整備し、インストラクターを配置して多様な障がい者スポーツに親しめるよう
にすべきと思いますが、伺います。
高齢者施策について
かわさきいきいき長寿プラン・案について
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　第７期計画の施策体系について伺います。
取組Ⅰ　いきがい・介護予防施策等の推進についてです。
　敬老福祉事業、高齢者外出支援事業について「平均寿命の延び等による急激な高齢者人口の増加により、
社会状況が変化していることを踏まえて、事業の持続可能性について検討します」としています。
　双方ともすでに見直しがされて今に至っていますが、これらの施策に高齢者の方は長生きすることを行政
が祝ってくれるようで、ここに最大の喜びがあるといいます。
　外出支援事業については、何回も議会で取り上げてきました。高齢者が外出して社会参加していく、しい
ては地域経済の活性化にも寄与している、さらに介護予防にも大きく役立っていることは担当局も認めてき
たことです。事業の持続可能性について検討するといいますが、どのような検討をするのか、この事業が社
会参加、介護予防に役立っていることを鑑みると、縮小はすべきではありません。伺います。
取組Ⅱ　地域のネットワークづくりの強化についてです。
　地域包括支援センターの果たす役割が重要性を増す、となっています。
　「高齢者人口の増加に伴い、保健師、社会福祉士、主任介護支援員を増員し、体制の強化を図ります」と
されています。
　現在高齢者人口が5500人以上というところでは、この３職種にプラスして専門職種のいずれかの配置が認
められていますが、果たす役割との関係でさらに専門職種の増員が必要と思いますが、伺います。さらに、
高齢者5500人以上はその人数がいくら越えても同様の人員配置になっていますが、5500人以上の人員配置に
ついて基本ベースを増やすべきではないでしょうか、伺います。
取組Ⅲ　利用者本位のサービスの提供について
　かわさき健幸福寿プロジェクトの更なる推進がうたわれています。第６期計画で初めて取り組まれ、264
事業所まで増加するなど事業の普及啓発に効果があがったと評価しています。その一方で、「チーム単位の
評価による効果では、業務増や負担感は無視できない問題であり、具体的な内容の確認を要するという負担
面での課題もあった」としています。この課題にどう対応していくのか伺います。
　また、かわさき健幸福寿プロジェクトの取り組みの要望が、きっかけになり、国における議論に拍車がか
かるなど一定の進捗があった、と評価しています。
　国は、「成果」をあげた自治体に、インセンティブすなわち財政的支援を行うことを示しました。財政的
支援で検討されているのは調整交付金の傾斜配分です。これによって市町村は調整交付金の獲得競争にかり
たてられ、サービスの取り上げをさらに起こしかねないとの懸念が関係者から起きています。それでも「一
定の進捗があった」と評価するのか、伺います。
特別養護老人ホーム整備について
　今年10月の特養ホームの申請者数、いわゆる待機者数は3,582人、このうち「なるべく早く入居したい」は
2,676人もいます。ところが、2020年度までの３年間のかわさきいきいき長寿プラン７期計画案では、わずか
590床の増床しかなく、待機者数の深刻な実態とは大きくかけ離れています。市長は先の市長選挙の公約で「特
別養護老人ホームの整備」を掲げましたが、整備目標の大幅な引き上げを行なうのか、市長に伺います。
介護保険料について
　第７期の介護保険料基準月額が今より760円引き上げられ6300円という試算が出されました。最終的には
介護報酬の改定と介護保険給付費準備基金の取り崩し等を踏まえて算定するということです。すでに介護保
険発足時より保険料は1.9倍になっています。負担はもう限界というのが高齢者の声です。
　第６期では、介護保険給付準備基金から21億円取り崩しましたが、算定基準月額から202円しか引き下げら
れませんでした。これ以上の値上げはすべきではありません。今ある準備基金36億円は全額取り崩すべきです
し、現在14段階の階層区分をさらに細分化することも検討すべきです。しかし、それでも保険料の値上げは避
けられない見通しです。値上げを避けるためにはやはり、一般会計からの繰り入れが必要です。すでに全国的
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には11自治体で、一般会計からの繰り入れが行われ、保険料の値上げを抑えています。法的には問題はないわ
けですから、川崎でも一般会計からの繰り入れをして、これ以上の保険料値上げは避けるべきです。伺います。
国保県単位化について
　県単位化まで半年を切りました。来年度からの保険料がどうなるのか、2018年度推計では、国保の財政基
盤強化のための2018年度から新たに追加投入する国費1700億円の約９割にあたる約1500億円を反映させるな
ど、より本番に近いかたちでの試算がだされました。国民健康保険は社会保障であることからも払える保険
料でなくてはなりません。法定外繰り入れをしなければ来年から保険料はどのくらい値上がりすることにな
るのか伺います。単位化にあたって、激変緩和措置について国の考え方が示されました。さらに10月２日付
け「国保実務」では、「都道府県がマクロの視点から一定割合の激変緩和措置を講じても、市町村が赤字解
消のために急激に保険料を引き上げれば混乱が生じる恐れがある。厚労省は、「標準保険料率は保険料算定
の参考にはなるが、実際に賦課・徴収する保険料率を決めるのは市町村」とし、「財政責任の一端を担う市
町村の立場で激変を生じさせない配慮を求める」としていますが、そういう認識でよろしいでしょうか、伺
います。そこで、まず都道府県が独自に激変緩和措置をとることが基本と思いますが、賦課決定権を持つ川
崎市でも必要な繰り入れを行い、保険料の値上げを抑えるべきと思いますが、伺います。
市内中小企業の操業環境改善について
　川崎市総合計画第２期実施計画素案では、「工業者と住民の相互理解を促進させるため、イベントや操業
環境の改善を図る取り組みを支援する」としています。下野毛工業協同組合や川崎北工業会で行われている
オープンファクトリーは、工場見学を通して住民と事業者の相互理解を深める取り組みです。先般行われた
下野毛工業協同組合のオープンファクトリーに伺いました。実際現場を社員の方が分かりやすく解説してく
ださり、優れた技術力に改めて驚かされたものでした。主催された森理事長は「工場の周りに住宅が多くな
り、操業環境をどうするかが、課題となっている。地域の中で理解を広げることが大切」と話されていまし
た。この事業を持続し、参加企業を増やしてゆくために、見学に伴う資料作成や人件費、安全対策の費用な
ど、企業が参加しやすい条件の整備が必要と思いますが、対応を伺います。
住宅リフォーム助成制度について
　わが党の助成制度創設の提案に対し、市は「すでに目的別の助成を行っている」と答えてきました。現在、
市の行っている助成制度は、主にバリアフリー化、耐震化、省エネ化分野の事業です。他都市ではリフォー
ム助成を子育て支援の一環として取り組む自治体が生まれています。新潟市では「子育て・高齢者支援健幸
すまいリフォーム助成事業」を実施、バリアフリー工事、温熱環境の改善工事と共に、子ども部屋において
行う工事や子どもの事故防止工事を基本工事と位置づけ、さらに、その他の工事を「プラス工事」として、
多様なリフォーム工事を補助対象としています。補助額は、10万から20万円を上限に工事費の10％を補助す
るもので、予算額は１億円です。1000件の助成を行っています。事業者からは制度の拡充を求める声が出さ
れるなど、好評とのことでした。本市の取り組みの中でも、子育て支援として住宅リフォームへの補助を検
討すべきと思いますが、伺います。
　また、新潟市の「リフォーム助成事業」では、市内事業者の仕事起こしに結びつけるため、施工する事業
者を市内事業者に限定しています。しかし、本市では、いずれの助成制度も実施する事業者が市内事業者で
ある必要はなく、市内事業者の仕事確保という視点は盛り込まれてはいません。わが党がこれまで提案して
きた「住宅リフォーム助成制度」を含め、市の住宅リフォームに関する助成事業のうち可能なものは市内事
業者に限定することを経済対策として検討すべきですが伺います。
高校生の就労対策について
　2016年度の川崎市立高校５校の全日制の就職希望者の就職率は、99.6％と前年度より１ポイント上がりま
した。しかし、定時制高校５校では、88.5％と前年度よりも３ポイント下がっています。市立川崎高校定時
制では、2017年度の求人数は339件と前年度の150件と比べても2.26倍増えています。求人業種は、建築関係、



－ 222 －

小売業、介護職が多くなっているとのことです。就職希望者は39名で現在の内定者数は18名。２社以上で就
職試験をうけている生徒や前向きに取り組めていない生徒などもいるとのことで、高校の全体の求人数は増
えていても、就職に結びつけられていない現状があります。就職を希望するすべての定時制生徒に対して就
職が決定できるように支援と対策をどのようにはかるのか、伺います。
　学校教育の中で、高校中退の可能性が高い生徒たちに対して切れ目のない支援が必要です。今、学校や家
庭ができないことを自治体や企業、民間のＮＰＯなど外部資源との連携で生活面から学習、就労まで支援す
るスキームが広がっています。
　本市では、2015年に市立川崎高校定時制が、ＮＰＯ法人に委託し、モデル事業として当初は就労支援から
事業が実施されました。現在は、生活に様々な課題をもつ生徒の居場所「ぽちっとカフェ」の名称で、総合
的な相談支援の場として、多くの生徒たちが利用しています。「誰でも身構えず気軽に集える場所で、日常
の雑談の中で、いろいろな悩みを拾い、そこから必要な支援を広げていけたら」との支援者の声です。この
10月からは、市立高津高校定時制が、「いっぽ」の名称で、モデル事業が始まりました。週２回、生徒が登
校して授業が始まる前と後の時間帯を利用し、コネクションズかわさきの２人のスタッフが対応します。就
労支援を中心に事業を実施するとしています。市立川崎高校定時制で実践してきた事業をどう生かそうとし
ているのか、市立橘高校と総合科学高校定時制についても見解を伺います。
東芝のリストラ問題について
　11月29日、東芝は、川崎市内にあるICT事業会社の「東芝デジタルソリューションズ」で300人の人員削
減を行うと発表しました。早期退職を募集するほか、グループ内外への人員の再配備も実施します。早期退
職の対象は53歳以上の勤続10年以上の社員で、わずか１ヵ月後の来年１月から募集を開始します。早期退職
のほかに、人員を東芝グループやグループ外の会社に転籍させ、ICT事業会社の人員を合計で300人削減す
るとしています。厚生労働省は、2013年３月27日通達で、「地方労働局が具体的な情報を把握すること」「企
業に対し雇用維持努力を要請すること」などを求めています。さらに「１か月以内に30人以上の離職者が発
生する場合」は、大量雇用変動届、再就職援助計画を提出しなければならないとしています。今回のケース
は、これに当たると考えますが、その情報提供はないのか、伺います。
　厚労省通達では「地方公共団体とも連携して雇用対策本部を設置し、積極的に対応を図ること」として、
労働局に対して「地方自治体が主導の下、合同実施の呼びかけがあった場合は、労働局がそちらに参画する
などして柔軟な対応を図る」と地方公共団体からの設置の働きかけにこたえることが明記されています。雇
用対策本部の設置を川崎市として労働局に働きかけるべきです、市長に伺います。
緑の基本計画について
　10年前に策定された現行の基本計画では、市域約14,600ヘクタールの30％、約4,400ヘクタールの緑を保
全する目標を立てました。先日示された改定案では、目標の98.2％、4,319ヘクタールが保全されたとして
いますが、多摩川や臨海部の運河の表面積が2,000ヘクタール、市街化調整区域内の農地と樹林地が約364ヘ
クタールですから、人口が密集しているところの緑は約2000ヘクタール、市域面積の約16％に過ぎません。
住んでいるところを見回わせば、30％も緑があるという実感はないというのが実態であり、市街地での緑化
はまだまだ途上だという認識が必要です。現行の基本計画では「行政が主体的に取り組む緑のインフラの保
全と創出」と、わざわざ行政の責任を明らかにし、樹林地と農地、公園緑地、公共施設における緑化地の創
出目標を定め、その合計で10年間で195ヘクタールの緑を増やすとしました。それぞれの項目について達成
状況をうかがいます。改定案では、同様に「行政が主体的に取り組む」としているのか伺います。
　農地の保全の目標がマイナス31ヘクタールとなっていることに、驚きを禁じ得ません。緑の基本計画で「農
地」と定義しているのは、農業振興地域と生産緑地です。農業振興地域は簡単には転用できませんから、川
崎市は今後10年間で31ヘクタールもの市街化区域の中の生産緑地の減少を是認することになります。2015年
に全会一致で成立した都市農業振興基本法は、宅地化すべきとしていた都市の農業・農地を保存すべきもの
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へと大きく転換しました。「かわさき産業振興プラン」第２期実行プログラム案では、そうした新たな動き
を取り入れた施策にしているとのことですが、生産緑地の拡大をどのように行うのか伺います。また、国が
策定した都市農業振興基本計画では、今後国において、もっとも問題になっている生産緑地を維持する際の
税制上の課題などを検討することが明記されており、これまで減ってきた生産緑地を維持できる可能性があ
るし、そうしなければなりません。これをみすえるならば、10年後生産緑地が減ることを目標値にすること
はありえません。環境審議会の緑と公園部会では「生産緑地は市民の財産である」という位置づけがされ、
審議会答申では、農地面積は維持するというのが目標値でした。３月の緑の基本計画策定時にはマイナスの
目標値を変えるべきですが伺います。
臨海部ビジョンについて
　これは、川崎臨海部について、「これからの日本の成長を牽引する「産業と環境が高度に調和する地域」
として持続的に発展させるため」として、川崎臨海部が目指す30年後を見据えた将来像と、その実現に向け
た基本戦略やリーディングプロジェクトを示すものとしています。
　現在、臨海部をはじめ市内の事業所数の減少、従業者数の減少が問題となっており、中小企業活性化条例
を制定して取り組んでいますが、臨海部ビジョンでバックキャスティング手法を採用した理由として、現在
直面しているこうした個々の課題に対し解決策を検討し、全体を積み上げる方式は大規模な社会変革に対応
できないとして否定しています。
　ところが、「世界のコンビナートが最新鋭の設備を備え、競争力を高めている状況においては、相対的に
競争力を失う結果」となるとか、「コンビナート施設の老朽化が進むと同時に低未利用地の分散的に発生する」
問題を先送りにできないからと臨海部企業にとって直面している課題については具体的に積み上げて取り上
げています。バックキャスティング手法を理由に、自治体として取り組むべき課題を否定して、なぜ、臨海
部企業が直面する課題を具体的に積み上げているのか伺います。
　そもそもこうした問題は、それぞれの企業が高度な経営判断のもとに対処すべき問題であり、地方自治体
が思いやるべきものではありませんが、伺います。
　また、市内の雇用数を増やすための目標などは全く示されない中で、「職住近接プロジェクト」として、
近年社宅等が減少していることを理由に、研究者等の働き手を確保するために住宅の確保をあげています。
今後、企業再編が進む中で、就業者の減少を見通しながら、企業が廃止した社宅の代わりに、なぜ川崎市が、
雇用を増やすためではない高度人材のための住宅を確保しなければならないのでしょうか。伺います。
　また、臨海部の大企業自体が規模を縮小し、業種転換をすることになれば、法人税収がさらに落ち込むの
に、わざわざ空いた土地を見越して、なぜ川崎市が、投資を呼び込むための鉄道路線などの基盤整備や新た
なファイナンス制度の創設を検討しなければならないのでしょうか、伺います。また、これだけの事業を行
うために、どのくらいの事業費総額なのかを明らかにしていません。いったいどのくらいの事業費総額を見
込んでいるのか伺います。
羽田飛行ルートについて
　９月23日大阪、４日後の27日茨城と相次いで飛行機のパネルが落下する事故が起こりました。どんなに飛
行機の安全性が高くなっているといっても、決して侮れないことを示しています。現在、北風の日の早朝、
左旋回の飛行機が大師上空を大きな騒音を立てて飛行していきます。もし飛行中に落下したらと不安を覚え
ます。飛行機からの落下事故を踏まえて、川崎市の見解を伺います。
　現在、オリンピックの2020年までに南風の時に殿町上空から低空飛行で石油コンビナート上空を通過する
新しい飛行ルートを計画しています。もともと国が1970年に「石油コンビナートは、3000フィート（914メー
トル）以下では飛行させない」と決めたことを理由に、川崎臨海部上空は低空で飛行させていません。
　ところが、羽田の発着回数を増やすために南風時にB滑走路から殿町方面に低空飛行離陸させると、千鳥
町付近まで3000フィートを下回る低空飛行で飛ぶことになります。国が自ら定めたルールを破って石油コン
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ビナート上空を低空飛行させることについて、川崎市からは国に対して説明を求めているが、明確に回答が
来ていないとのことですが、国からはその後、明確な説明があったのか伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問】
行財政改革について
　総合計画で「少子高齢化の進展、人口減少への転換」をあげ、行革でも人口減少が課題として挙げられて
いることに対し、それらは行革の理由にはならないことを指摘。増大するニーズに対応することこそ必要と
述べてきました。総合計画についての答弁では「当面の人口増加に伴う需要への対応」が必要と述べ、行革
の答弁では「多様化・増大化する市民ニーズや地域課題に的確に対応する」ということで、むしろ現在の課
題は、人口増加に伴う市民ニーズへの対応が必要というものでした。財政難という答弁は消え、「財政状況
等を常に意識しながら緊張感をもって臨む」という答弁に代わりました。人口減少、財政難という行革の根
拠がなくなったにもかかわらず、「市民サービス等の再構築」では、高齢者や障がい者などギリギリ残った
市民のサービスが見直し・検討課題になっています。これ以上市民サービスを削減するような項目は行革か
ら外すべきです、市長に伺います。
　当面の課題は、人口増加に伴う需要増にどう応えていくかです。昨年の行財政改革プログラムの元となっ
た「川崎市の行財政改革に関する研究会報告書」では、重度障害者医療費助成制度について、民間での代替
可能性はなく、ニーズはさらに増大するという評価で、現在、18752人が利用しています。高齢者外出支援
事業については、「類似のサービスが民間になく」、ニーズはさらに増加するという評価で、現在、高齢者特
別乗車証明書の対象者は20万人、フリーパスは15万人の方が利用しています。2016年度高齢者実態調査でも
高齢者外出事業について６割以上の方が「今のままの制度が良い」と回答しています。成人ぜん息患者医療
費助成制度は、患者数は、現在6831人で、とくに北部で急増しており、この間、年間300人前後増加してい
ます。指摘してきた制度は、どれも民間に代替できるような制度ではなく、市民ニーズはますます高くなっ
ており、市民の健康を維持し増強するために、なくてはならない制度です。見直しどころか、むしろ拡充す
べきです、市長に伺います。
小児医療費助成の拡充について
　子どもが入院するほどの病気・ケガをする時は、その前後の外来通院の回数・頻度も多くなります。大き
な病気・ケガを治癒するまでには入院と通院は切り離せないもので、家族にとっても経済的・精神的な負担
は入院中だけのことではありません。患者の立場からは、入院時は所得制限がないのに、退院後の通院では
所得制限があるというのは理解できない制度で、通院でも引き続き医療費助成を受けたいというのが、当た
り前の願いです。
　20政令市の状況を調べたところ、今年７月には、通院・入院とも中学卒業まで対象だった神戸市が、通院・
入院とも同時に全年齢で所得制限を撤廃しました。さらに、これまで通院・入院とも小学３年生まで対象だっ
た熊本市が、2018年１月から通院・入院とも所得制限なしで一気に中学卒業まで拡大します。そして、お隣・
横浜市の動きなど、他都市の拡充も大きく動いています。今回の調査で、助成対象年齢については通院と入
院で差を付けている政令市はあっても、所得制限の有り・無しは、通院・入院で異なる対応をしているとこ
ろは１つもありませんでした。所得制限の存続について、通院と入院で差別化する理由が成り立たないから
です。神戸市のように、所得制限については通院・入院とも同時に撤廃すべきです。市長に再度伺います。
東芝のリストラについて
　雇用対策本部の設置について、答弁では、人員対策の詳細が明らかにされていないとのことでした。しか
し、東芝デジタルソリューションズは11月28日の臨時労使協議会で、労働組合に対して人員対策実施内容を
明らかにしました。対象部門、対象人員の中から要対策人員を300人とし、東芝グループ外の求人に対する
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再配備も実施するとしています。今後、対象者全員に面談を実施し、再就職についての説明や早期退職優遇
制度の募集を行い、2017年度下期中に実施すると具体的に示しています。リストラの詳細が明らかになって
いる訳ですから、本市として神奈川労働局とも連携して雇用対策本部を設置すべきです、市長に伺います。
羽田飛行ルートについて
　「できるだけ早く旋回する」ということは、いずれも石油コンビナートを通過するルートを通るというこ
とですし、「高度を上げながら海に抜けていく」といっても最良上昇率を取る以上は、千鳥町付近までは300
0フィートを下回ることには変わりません。いずれも、国が示した「飛行制限」を破る理由にはなりません。
　これまで国に対して説明を求めながら、国は明確な回答を示していません。明確な回答を示せない以上、
B滑走路から石油コンビナート方面へ低空飛行させる飛行ルート案については、撤回させるべきと思います
が、市長に伺います。
地域包括支援センターについて
　今後ますます高齢化が進展していく中、引き続き地域包括支援センターの機能強化に努めてまいりたいと
の答弁でした。ということは、専門職を含む体制の強化と理解してよいか、伺います。これ以上の包括支援
センターの箇所数は増やさないを基本としています。高齢者人口を7,000人以上受け持っているセンターも
ありますが、基本ベースを増やすべきではないでしょうか、お答えがありませんでした、再度伺います。
介護保険料について
　適切な保険料を設定していくとの答弁でした。適切な保険料というのなら、これ以上の保険料値上げは抑
制すべきです。保険料の軽減については、法定の負担割合を変更しなくても自治体独自で一般財源からの繰
り入れを行って、保険料の引き上げを抑えている自治体があるのです。やる気になればできます。川崎市で
も一般会計からの繰り入れを行って、保険料の引き上げを抑えるべきです。伺います。
障がい者スポーツの推進について
　障がい者のニーズ調査によれば、「１年間に運動・スポーツをまったく行っていない」という人は３割を
越えています。各区のスポーツセンターでは、今年度１回試行的に障がい者スポーツデーを開催していると
いう答弁でしたが、年に１回のイベントで済ませるのではなく、設備整備や指導者の養成・確保も行って、
どの区でも地域の障がい者が気軽に継続的に参加できるように教室の設定などすべきと思いますが、市民文
化局長にうかがいます。その際、利用者負担が増大してはなりません。障がい者割引の範囲内でできるよう
配慮すべきですが、伺います。
　井田のリハビリテーション福祉センタースポーツ施設については引き続き検討するとのことです。パラ
ムーブメントを標榜しパラスポーツの普及を掲げるのであれば、本市の障がい者スポーツの中心地であるこ
の施設を「井田に行けばやりたいスポーツができる」といわれるよう、この機会に整備すべきであり、その
ために、すぐにでも当事者の皆さんの声をしっかり聞いて急ぎ計画策定に取り組むべきです。伺います。
臨海部ビジョンについて
　臨海部における課題解決に対して、「臨海部に関わる様々な主体が、目指すべき将来像を共有した上でそ
れぞれの役割に基づき、プロジェクトを推進していく」としながら、民間自らの内容は、ごく僅かです。協
働といっても、ほとんどが川崎市が主導して行う内容です。企業が社宅を見直しながら生活環境の整備とか、
臨海部が持続的に発展するためといいながら、川崎市がファイナンス機能や臨海部の環境の変化に対応した
適切な交通機能の整備と徹頭徹尾、臨海部大企業支援に終始しています。
　市民の切実な福祉制度は、将来の人口推計などを持ち出して行革の対象にしています。臨海部のリーディ
ングプロジェクトには、具体化に向け検討協議を進め、計画事業費が見積もられる段階においては十分に調
整を図り、反映させていくと前のめりに進める態度です。あまりにも違いすぎますが、どうしてそこまで臨
海部大企業だけに特化しなければならないのでしょうか。伺います。
小学校給食費の改定について
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　保護者アンケートで学校給食費の改定について一定の理解をいただいたとの答弁でしたが、本当にそうで
しょうか。「アンケートのお願い」は、この間の「食材価格の上昇や平成26年の消費増税等の影響により、
今後も同額の学校給食費で学校給食の質を維持していくことが困難な状況となっております」と、設問３の
（２）では「食材価格の高騰のため学校給食の質を維持していくことが困難な状況」として、１食当たり270
円に改定する基準額について、どう思うかと聞いています。このように聞けば、保護者の大半は、値上げに
反対できない回答を選択せざるを得なくなるのは当然です。保護者が値上げに賛成しているという回答・世
論を導くための誘導質問に他なりません。この誘導質問のアンケート結果を使って、値上げについて保護者
の理解が得られているかのように利用することは、やめるべきです。教育長に伺います。
【再々質問】
東芝リストラについて
　「東芝の人員対策は人員再配置と早期退職優遇制度の実施は公表されたが、内訳の詳細は明らかになって
いない」との答弁でした。
　これだけ明らかになっていても「内訳の詳細は明らかになっていない」と言うのですか。市長のいう「内訳
が明らかになった」段階は、既にリストラが完了する時です。リストラが実施に移される前のこの段階だから
こそ、働く人の権利、生活を守る役割を果たすべきです。それが市長の仕事ではないですか、市長に伺います。
障がい者スポーツの振興について
　本市には障がい者専用のスポーツ施設は井田にしかなく、老朽化してその存在の行方が心配されています
が、何度聞いても明確に整備するとは言いません。横浜市はパラリンピック選手を輩出するような大きなス
ポーツセンターを整備しており、大阪市には２ヶ所の障がい者専用のスポーツセンターがあり、どちらも温
水プールを備え「障がい者が年齢や障がいの程度にかかわらず、いつ、一人で来館されても指導員がいて気
軽にいろいろなスポーツを楽しむことができる施設」と位置づけられ、たいへん活発に利用されています。
神戸市では障がい者専用の体育館のほかに、障がい者高齢者が優先的に利用するプールなどを整備しています。
　市長は先般の「市政への考え方」で、オリンピック・パラリンピックを「社会変革を起こしていく最大の
好機」ととらえ、かわさきパラムーブメントを提唱したと言われました。「かわさきパラムーブメントの理念」
を見ると、「パラリンピックを応援することにとどまらず、障害のある人が生き生きと暮らす上での障壁となっ
ている課題に立ち向かうことを『ムーブメント』としてさまざまな分野で展開していく」とあります。その重
要な要素が障がい者スポーツです。そういいながら、現実には市内の障がい者が気軽に使える専用の施設を
整備する方針は持たないというのは、あまりにも言葉だけのムーブメントではないのか。市内の障がい者が「自
分もスポーツをやってみよう」と思えるよう、障がい者専用のスポーツ施設を整備すべきです。伺います。
【最後の意見】
　論戦で、行革を行なう根拠として「人口減少」「少子高齢化の進展」は成り立たないことが明らかになり、
私たちがこれまで散々指摘してきたように「財政が厳しい」論も破たんし使えなくなったと思ったら、市長
が代わりに持ち出したのは「これまで経験したことのない社会状況の変化が見込まれる」という理由でした。
　「これまで経験したことのない社会状況の変化」とは一体どういう状況を想定しているというのでしょう
か。想定が困難な状況をなぜ見込まないといけないのでしょうか。結局、市民サービスへの市税投入を抑制
するための論拠をあれこれ探しているとしか思えません。
かわさきパラムーブメントを目指すというのなら、障がい者が気軽に楽しめるスポーツ施設の整備、リスト
ラで職場を追い出され、生活基盤を失う恐れがある労働者に心を寄せる取り組み、介護保険料の値上げ抑制、
小学校給食費の値上げ抑制など自治体の果たす役割が今ほど強く求められているときはありません。この立
場に立ち返ることを要望して、あとは委員会に譲ります。
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2017年第４回川崎市議会定例会代表討論（12月14日）

最初に市長の「市政への考え方」及び行政報告について
川崎市総合計画について
　第２期実施計画素案について、代表質問で、計画が市民の実態を把握し、現実の課題を取り上げ、市民の
切実な要求に応えたものになっているか、という３つの観点から質問しました。質疑を通して、３つの問題
点が明らかになりました。
　第１の問題点は、人口減少、少子高齢化など将来不安をあおり、現実の課題をなおざりにしていることで
す。市の第１の課題として人口減少の問題をあげていますが、川崎市の実態とかけ離れていると指摘しまし
た。市長は「人口減少に転換することを想定」と答弁しましたが、今の人口より減少するのは33年後です。
市の差し迫った課題は、人口減少などではなく、人口増による需要増にどう対処していくかです。
　少子高齢化といいながら、それらの施策は遅れているという指摘に対して、市長は「中長期かつ分野横断
的な視点」で対応するという答弁でした。しかし、認可保育所の整備や特養ホームの整備の遅れなどは、市
民にとって喫緊の課題であり、早急に解決すべき課題です。しかし、計画では、拡充するどころか、高齢者
施策は行革の対象にさえなっています。小杉再開発の問題や認可保育所、特養ホームなどの問題の解決は最
優先課題にすべきです。
　第２の問題点は、深刻な実態、切実な要求があるのに、その課題を正面から取り上げた施策、指標になっ
ていないということです。
　産業政策では、計画には、中小企業において「従業員数は減少し倒産、廃業をくいとめる具体的施策」が
ほとんどないことを指摘しましたが、それに対する答弁はありませんでした。しかも、計画には中小企業の
最大の悩みである後継者不足の問題は、ほとんど書かれていませんし、最も要望が強い「人材確保」「市内
優先発注促進」などの支援策がありません。事業所数で９割以上を占め、「中小企業活性化条例」にも位置
付けられ、大きな役割を占めている中小企業については、臨海部の先端産業や成長産業と比べて、その施策
はあまりにも貧弱です。産業政策は、中小企業を中心に位置づけるべきですし、中小企業が直面している切
実な課題を取り上げ、その対応策を計画に追加すべきです。雇用の問題では、「正規雇用」対策について具
体的な施策がないことを指摘しましたが、明確な答弁がありませんでした。計画に、正規雇用拡大をきちん
と位置づけ、具体策を書き入れるべきです。
　教育の問題では、計画には「少人数学級」拡充の具体的な施策はないこと、政令市の中でも川崎市は遅れて
いることを指摘しましたが、「拡充する」という答弁はありませんでした。計画には、定数内欠員の解消や教
職員の増員についての記述はなく、教員の長時間労働についても、具体的な施策がありません。計画に少人数
学級の拡充、定数内欠員の解消、教員の長時間労働解消のための具体的な施策を書き入れることを要望します。
　第３の問題点は、市民に自助・共助・互助を強調して、本来の公助の役割を後景に追いやっていることで
す。防災について、代表質問では、消防職員や救急車、避難所の不足、住宅耐震化など、川崎市の防災対策
の遅れを指摘。「防災対策の主体が市民にあるかのように」書かれており、公的責任をあいまいにしている
ことを指摘しましたが、市長は「自助・共助・互助のバランスの取れた取組を進める」という答弁でした。
市長は「市政への考え方」で「自助・互助・共助とともに必要な場面では、公助の責任をしっかり果たす」
と述べています。計画では自助・共助・互助をことさら強調すべきではなく、防災対策の主体・責任はあく
まで行政にあることを明記し、公的支援の遅れ、特に消防職員、救急車、避難所の不足、住宅耐震化の遅れ
などを最優先課題とすべきです。
行財政改革について
　代表質問で、「人口減少」「少子高齢化」という行革の根拠は、成り立たないこと。財政難という根拠につ
いては、今回のプログラムからはなくなり、これまでわが党が質疑してきたように「財政が厳しい」という
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根拠は、１つもないことを明らかにしました。最後に出されたのが「これまでに経験したことのない社会状
況の変化」という理由です。「これまでに経験したことのない」などという想定が困難な理由まで持ち出し
て行革を迫るというのは、あまりにも道理のないやり方です。
　行革の根拠が、どれも成り立たないのに、この間、高齢者や障がい者などの施策が次々と削られ、今回の
プログラムでも「市民サービス等の再構築」で、見直しの対象になっています。これらの施策は、どれも市
民にとってはなくてはならない制度であり、行革から外すべきです。強く要望します。
小児医療費助成制度について
　入院医療費の助成について所得制限を廃止することは前進ですが、市長は、通院医療費については今後も
所得制限を設けていくと述べました。しかし、大きな病気やケガを治癒するまでには入院と通院は切り離せ
ません。子どもが入院するほどの病気やケガをする時は、その前後の外来通院の回数も多くなります。
　20政令市の中でも、所得制限の有り・無しについて、通院・入院で異なる対応をしているところは一つも
ありません。この間の神戸市や熊本市、横浜市などの拡充の動きを紹介しましたが、市長は「限られた財源」
などを理由にさらなる拡充については答弁がありませんでした。政令市トップの豊かな財政力がある本市が、
小児医療費助成では政令市「最低水準」にある状況は、子育て世帯、多くの市民が納得できません。所得制
限については、一刻も早く通院・入院とも撤廃し、さらに横浜市に遅れず、本市も通院助成を中学卒業まで
の拡大にふみだすことを強く求めます。
保育所待機児童解消について
　10月１日現在の認可保育所の利用申請はこの４年半で9363人も増加、就学前児童の約４割弱が認可保育園
に申請する等保育ニーズは急増しました。待機児童374人は昨年度同時期より274人増えましたが、増加のほ
とんどが新定義による育児休業中の266人です。待機児童ではないとされた、現在育児休業中の方は905人も
いますが、来年４月には多数の方が復職の意向を示されると思われ、４月１日時点で入所出来なければ待機
児童になります。新定義で増えると思われる待機児童数と更なる利用申請の増加に対応するには、認可保育
所の整備を抜本的に増やす事がどうしても必要です。しかし、民間事業者活用型の整備は補完的だとしなが
ら、今年度中の新設による定員増は、その逆で、民間事業者活用型が969名、公有地、民有地への整備は635
人でした。来年３月目途に示す、第２期実施計画期間中の年次計画は１万人程度の定員増及び、公有地、民
有地への整備を抜本的に増やす事を強く求めておきます。
小学校給食費の改定について
　今回の値上げにあたって教育委員会が実施した保護者アンケートに対する回答から、給食費改定について
は「一定の理解を得た」との答弁でした。しかし、アンケートの取り方をみると、保護者が値上げに賛成し
ているという回答を導く誘導的な質問だったのではないかとの疑念を禁じえません。
　答弁では、給食費改定は「学校教育法等の趣旨を踏まえて」設定したとのことですが、学校給食法施行時
の事務次官通達では「自治体が食材費を負担することを禁止しない旨」明記しています。これは、憲法26条
で規定する「義務教育は無償とする」との原則に則ったものです。こうした趣旨に照らすなら、食材価格の
高騰を保護者負担に転嫁すべきではありません。食材費への公費負担導入に踏み出し、40円の値上げはすべ
きではないことを強く求めておきます。
障がい者施策について
　代表質問で「パラムーブメントというなら、障がい者スポーツ振興のために施設整備は当然必要だ」とた
だしたのに対し、市長は「既存のスポーツ施設を有効活用し、快適に利用できる環境整備を行うことが基本」
と答弁されました。視覚障がい者の皆さんが親しんでいるサウンドテーブルテニスは、ボールの中の鈴の音
を聞いて打つため、静かなところでなければ競技ができません。横浜市や大阪市の障がい者スポーツセンター
には専用の防音室がありますが、多摩区のスポーツセンターでは体育室ではなく、研修室と隣の物置を使っ
て練習していました。市長の「市政への考え方」で「オリンピック・パラリンピックを社会変革を起こして
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いく最大の好機ととらえてかわさきパラムーブメントを提起した」といわれましたが、社会変革を起こすほ
どのムーブメントが、既存の施設の有効利用でいいのでしょうか。「パラムーブメント」を言葉だけにしな
いで、障がい者の皆さんの願いにそった障がい者専用のスポーツセンターを整備することを求めておきます。
特別養護老人ホーム増設について
　「第７期かわさきいきいき長寿プラン（案）」で示された590床の増床では、今年10月の待機者数3,582人、
「なるべく早く入居したい」と訴えている2,676人の深刻な実態と大きくかけ離れていることを指摘し、整備
目標の大幅な引き上げを求めました。市長は答弁で公有地を活用した医療依存度の高い方の受け入れ施設の
整備について「地域密着型サービス」等の拡充と併せ推進するとのことでしたが、整備目標の引き上げにつ
いては言及がありませんでした。隣の横浜市は毎年300床の計画を倍増の600床に見直し、１年以内に入居で
きる整備を進めるとしています。市長は選挙公報で「特別養護老人ホームの整備」公約に掲げました。本市
も横浜市に見習い、せめて、申請して12ヵ月以内に入居できるように整備計画を抜本的に見直しすることを
求めます。
中小企業支援策について
　「総合計画素案」では「中小製造業の操業環境整備への支援の推進」と掲げています。そこで、オープンファ
クトリーなど操業環境改善への支援の拡充を求めましたが、従来どおりの答弁に止まりました。
　住宅リフォーム助成を子育て支援として実施することについても、他都市の事例を示しているにもかかわ
らず、「補助金額の適正な算定や補助目的に合致しているかどうかの評価が困難」と取り組む姿勢すら示し
ませんでした。現在ある住宅改造の支援策を市内事業者につなげる対策についても、「事業者自らが受注を
継続的に確保できるように取り組んでいる」と従来の見解を繰り返すのみでした。「中小企業活性化のため
の成長戦略に関する条例」において明記された「小規模企業者の事業の持続的発展を促す」取り組みを早急
に具体化するよう求めておきます。
雇用対策について
　市立高校定時制５校の就職率が全日制に比べて低い実態を示し、支援と対策を求めたのに対し、中途退学
や卒業後の就労支援の窓口を周知するとの答弁に止まりました。改めて、就職を希望するすべての定時制生
徒に対して就職が決定できるよう実効的な支援の検討を求めておきます。
　雇用と地域経済を壊す大企業のリストラに対し雇用対策本部の設置を求めました。東芝デジタルソリュー
ションズは今年度末までと期限を定め、対象部門を指定して、300人を対象にリストラを行うと明確にして
いるにも拘らず、市長は詳細が明らかでないといい、雇用対策本部設置の対応はしないとの答弁を繰り返し
ました。今後、対象職場では個別面談が行なわれ、リストラ計画を達成するまで個人に対して繰り返し退職
勧奨などが強力に行われます。弱い立場の社員を職場から追い出す人権無視は許されません。働く者の生活、
人権を守らせるための雇用対策本部は市長の権限で設置できることを再度指摘し、対応を求めておきます。
臨海部ビジョンについて
　代表質問のやり取りで明らかになったことは、どんな理由をつけても臨海部企業にとって直面している課
題については先送りできないと具体的に積み上げて積極的に取り組む姿勢でした。しかも、こうした問題は、
それぞれの企業が高度な経営判断のもとに対処すべき問題との指摘についても、課題解決に向けて協働して
取り組むことが重要と、まともに答えませんでした。そのうえ、圧倒的に民間の土地であるのに、協働とい
う形で、臨海部ビジョンにおける課題解決の主体は、ほとんど川崎市が主導して行う内容です。
　市民の切実な福祉施策については、将来の少子高齢化などを持ち出して行革の対象にしながら、企業が社
宅を見直しているのに、生活環境の整備のために住宅を確保するとか、遊休地のためのファイナンス機能や
交通機能の整備と徹頭徹尾、川崎市が積極的に臨海部大企業支援に終始しています。
　事業費総額も最後まで示せないようなビジョンのために莫大な市民の税金を投入することはあってはなり
ません。そのことを強く指摘しておきます。
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議案第136号川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について
　コンテナターミナルの運営に利用料金制を導入するものですが、これまで指定管理制度の導入そのものに
反対してきた立場から、この議案には反対するものです。
議案第150号公有地水面埋立てについて
　この埋め立て土地造成事業については、まず、必要性として示した「コンテナ貨物保管用地の拡張」、「輸
出自動車保管スペースの確保」、「倉庫の建て替え用地の確保」という３つの理由は、まったく根拠がないこ
とが明らかになりました。また、当初、総事業費240億円については、全て受け入れ料金で総費用を転嫁し、
「一般財源には負担をかけない」と言っていましたが、結局、資金計画が破たんし、少なくとも40億円以上
の市費負担が発生することになりました。しかも、市民生活には不要不急のリニア新幹線の残土処理のため
の埋め立て事業です。以上のことから、本議案には賛成できません。
以上の立場から、議案第136号、議案第150号については反対、その他の議案については賛成することを表明
して討論を終わります。
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2018年第１回川崎市議会定例会党代表質問（２月27日）

市長の政治姿勢について
最初に予算案の特徴について
　新年度一般会計予算の規模は、前年度比278億円増の7366億円で４年連続、過去最大です。市税収入は、
前年度比407億円増の3479億円で５年連続過去最高です。これは個人市民税が374億円増、固定資産税19億円
増など人口増、市民からの税収増によるものです。財政力指数は、政令市トップで、２年連続、政令市で唯
一の普通交付税・不交付団体となっています。財政健全化指標は、すべて基準値を下回っており、極めて優
良です。一人当たりの市債残高は、政令市の平均よりも10万円低く、借金の負担額が少ないのが特徴です。
　減債基金残高は、取崩額よりも100億円積み増しをして2305億円となり、一人当たりにすると政令市平均の1.
8倍。この額は、毎年、減債基金から借金返済のための取崩額、約300億円の７年分に当たります。財政規模
が川崎市の２倍以上ある横浜市をみると減債基金残高は、16年度決算では914億円で、取崩額のわずか１年分
です。川崎の減債基金残高が、いかに過大かがわかります。このように、市税収入、財政力指数、財政健全
化指標、市債残高、減債基金残高のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力をもっています。
　しかし、「川崎市予算案について」では「極めて厳しい財政状況が続く」と述べています。この「財政が
厳しい」という根拠についてです。まず「196億円の収支不足が出ている」という理由についてですが、こ
れは収支不足とは言えません。196億円収支が足りないとわかっているのですから、その分を減債基金の積
立額から減らして対応すれば、収支不足は出ません。17年度予算でも、185億円の収支不足としていますが、
減債基金へは243億円も積み増しをしており、この積み増し分を充てれば、収支は58億円のプラスです。国
では基準財政需要額よりも収入額は多いとして不交付団体にしているわけですから、国も収支不足は出ない
とみています。それをわざわざ減債基金から借入という形式をとるのは、市民に収支不足が出ているように
見せるため、作られた収支不足といわなければなりません。
　「減債基金から借り入れている」という理由ですが、市民からすると、自分の貯金から借り入れているか
ら「厳しい」というのは、通用しない根拠です。その「借入額が918億円になる」といいますが、その年度
の減債基金の残高は2803億円にものぼり、借入額を差し引いた実質残高は約1900億円。毎年の返済額の５年
分で十分すぎるほどの残高です。
　「減債基金への積立のルールがあるため」という理由ですが、昨年の決算議会でも述べたように、この「30
分の１ルール」は、実質公債費比率を抑制するためのものであり、計算上の一つの基準で、従わなくてもペ
ナルティーはなく、自治体の裁量に任されています。川崎市の実質公債費比率は、16年度決算では7.2％で
早期健全化基準値の25％、政令市平均10.2％と比べてもはるかに低く、このルールを守らなければ支障をき
たすというレベルではありません。以上のように、「減債基金からの借入」が、「財政が厳しい」という根拠
にはならないことは明らかです。これ以外に「財政が厳しい」という根拠はあるのか、市長に伺います。
　川崎市の市民一人当たりの個人市民税は、政令市のなかでトップの８万2000円。この額は、政令市平均６
万円よりも２万円以上も高い額です。ところが社会保障関連経費である一人当たりの扶助費は、政令市の平
均以下です。一方、今年度、臨海部の大規模事業の予算は激増しました。港湾局の予算は、221億円と、前
年度の2.1倍、特別会計では5.7倍にもなっています。特に、羽田連絡道路に48.8億円、３月補正予算を含め
て81億円、臨港道路東扇島水江町線25億円、東扇島堀込部埋立66.5億円、コンテナターミナル拡充19.4億円
など不要不急の大規模事業だけで200億円にものぼります。このように、川崎市は、豊かな財政力を持ち、
市民から政令市で最も高い市民税をとっているにもかかわらず、福祉・くらしの予算は抑制し、臨海部の大
規模事業への歳出は大幅に増やしているというのが予算の特徴です。
　市長は、記者会見で、財政が大丈夫かと問われ「裁量の余地がない。保育所整備をやめればいいのかもし
れないが、そうはならない。致し方ない」と述べ、減債基金からの借入を理由に財政が厳しいとして、その
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原因が保育所整備にあるような報道がありました。なぜ、財政難の原因が、臨海部の大規模事業ではなく保
育所整備なのか、市長に伺います。
核兵器廃絶、平和の問題について
　昨年７月７日、国連で歴史的な核兵器禁止条約が採択され、９月から各国の署名が開始されました。この
条約の成立は、国際政治に新たな変化を作り出しています。10月には、国連の軍縮問題を扱う第１委員会で、
核軍縮に関連する20本の決議案が採択されましたが、その半分が核兵器禁止条約の採択に言及するものとな
りました。12月には、核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANがノーベル平和賞を受賞。11月には、被爆者とロー
マ法王が会見。法王は、核兵器禁止条約を高く評価し、バチカンは率先して条約に署名・批准するなど、世
界は、核兵器禁止・廃絶に向けて大きく動きつつあります。現在、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶこと
を各国に求める署名、ヒバクシャ国際署名が世界で取り組まれており、神奈川県では黒岩県知事をはじめ、
市長村長33人中、29人が署名しています。市長は「核兵器廃絶等に関わる署名につきましては、その都度、
適切に対応してまいりたい」と答弁されていました。川崎市は全国に先駆けて「核兵器廃絶平和都市宣言」
を行った都市です。その市長として署名をすべきと思いますが、市長に伺います。
ヘイトスピーチ対策について
　川崎市平和館で行われたラップイベントに参加したことを契機に、市内在住の中学生を標的にしたイン
ターネット上での民族差別の書き込みが続いています。特定の民族の排斥を叫び、差別的言動で誹謗中傷す
るなど、ヘイトスピーチ解消法の定義に照らして明らかなヘイトスピーチです。市長の要請を受けて人権施
策推進協議会が審議し報告した「ヘイトスピーチ対策に関する提言」では、公的施設利用のガイドライン策
定などとともに、インターネット上でのヘイトスピーチに対し「積極的に削除要請を行うべき」としていま
す。同協議会での「ヘイトスピーチを放置することはあってはならないし、ヘイトスピーチを許さないとい
う姿勢を示すことにもなる」との意見のとおり、削除要請に市が踏み出し毅然とした姿勢を示すべきと思い
ます。伺います。
子育て支援策の充実について
小児医療費助成制度について
通院助成の対象年齢拡大について
　県内の政令市では、相模原市は今年10月から中学卒業まで拡大する予定で、人口が本市の2.6倍の横浜市
でも来年４月から中学卒業まで拡大するために、新年度予算に準備経費約１億円を計上しています。すでに、
さいたま市や千葉市は所得制限なしで中学卒業まで助成しており、東京23区は所得制限も一部負担金もなく
中学卒業まで完全無料化しています。首都圏では、１歳から所得制限があるうえに対象年齢が小学６年生ま
での政令市は、川崎市だけとなります。これだけ遅れが際立つ小児医療費助成制度のままでは「どこよりも
子育てしやすいまち」をつくれるはずがありません。この制度で本市の水準が、首都圏でも県内自治体の中
でも、全国的に見ても、最低レベルになっているという現状認識はあるのか、市長の見解を伺います。
所得制限の廃止について
　市長の目玉公約の一つであった「入院医療費助成の所得制限の廃止」について、先の議会で「早期の実施
をめざす」と答弁されましたが、新年度予算案では「廃止に向けた取り組みの推進」とあるだけで、１円た
りとも予算が計上されていません。早期の廃止時期を具体的に表明すべきです。市長に伺います。
　子どもが入院するほどの病気やケガをするときは、その前後の外来通院の回数も多くなるのが当然です。
ですから、通院と入院で、所得制限の有る・無しが異なる対応をしている政令市は一つもないのです。入院
医療費助成と同時に、通院の助成についても所得制限を早急に廃止すべきです。市長に伺います。
こどもの貧困対策について
　「こども・若者生活実態調査」の分析結果に基づき、本市は、「子どもの貧困対策の基本的な考え方」をと
りまとめ、「子どもの貧困」に関わる課題は多様であり、保健・医療・福祉・教育・雇用などの幅広い分野
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の制度、施策・事業の連携・強化を図りながら取組を総合的に推進するとしました。これら、こども未来局、
教育委員会、健康福祉局、経済労働局等の各施策を充実させながら、民間団体含め、横の連携をとりながら、
総合的に推進、調整することが求められます。市長のリーダーシップのもと、こどもの貧困対策の推進に特
化する部署が必要と考えますが、市長の見解を伺います。
　沖縄県では「子ども未来政策課」を設置、中に教育委員会との併任職員を配置し学校における生活困難世
帯の子どもへの具体的な支援を行っています。札幌市は新年度、貧困問題に専門的に対応する「こどものく
らし支援担当課」を新設、学校等との連携を強化し、教員の情報をもとにソーシャルワーカーが家庭訪問し、
経済的な理由で食事や学習が不十分な子どもをいち早く見つけ、市や民間団体の支援につなげるといいます。
そのために、ソーシャルワーカーを増員する計画とのことです。本市のスクールソーシャルワーカーは、川
崎区に２人、その他の区は１人配置されていますが、児童生徒の増加や実態調査から援助希求行動が弱いこ
とが指摘されていることからも、増員し、専門部署と連携した取組を行なうべきと考えますが伺います。
　「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は地方公共団体が子どもの貧困対策に関し、当該地域の状況に
応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると定めています。サービスの給付は官と民のすみわけをし、
市役所は「官」でやるべきことを、しっかりと取り組むことが肝要です。
「ひとり親家庭等生活・学習支援事業」について
　昨年10月から、国庫補助２分の１の事業として、川崎大師地区、高津区、多摩区で小学３年から６年生を
対象に支援を開始しましたが、新年度予算案では、会場費やボランティア経費、食材費の増額を行うとして
増額されていますが、箇所数は同じです。全区に拡大すべきと考えますが伺います。
　貧困の連鎖の防止事業である「学習支援・居場所づくり事業」について
　2017年度、11カ所で実施、中学３年生週２回、中学1,2年生が週１回行われています。高校進学を支援す
る学習、居場所支援ですが、今年度の評価と新年度の対応について伺います。
就学援助について
　沖縄県は、貧困世帯にもかかわらず「就学援助制度を知らなかった」ために「利用しなかった」方が20％
いたことを正面から受け止めて、就学援助制度を子どもの権利として知らせるため、ＴＶやラジオＣＭ、コ
ンビニのレジ前やトイレなどにも名刺大のミニチラシを置くなど、子育て世帯にとどまらず全市民的に周知
しています。本市は、就学援助の申請書を全世帯に配布して全員から回収するという方法を取っていますが、
それでもなお、条件を満たす世帯のうち「就学援助を受けていない」世帯が51％にのぼっています。引き続
き、すべての世帯に制度を知らせ申請ができるように取組むとともに、沖縄県のように全市民的な周知を行
うべきです。伺います。
　全国調査では、生活保護の基準額に係数を掛ける方式の市町村のうち、係数が1.2倍を超える市町村は48.9％
で、1.0倍の本市を含め1.1倍以下の自治体はわずか11％しかありません。子ども若者調査の分析結果では、
貧困の連鎖を防ぐために既存制度の拡充が必要だと結論付けられましたが、認定基準の係数を少なくとも1.2
倍に拡充すべきです。伺います。
奨学金制度について
　高卒で正社員として就職するのは45％、中卒と高校中退では８％といわれます。
　子ども若者調査でも貧困線以下の世帯のうち「進学を諦めた」「中退した」「今後その可能性がある」と回
答した方が半数です。分析結果報告書が貧困の連鎖を防ぐために提起した「教育費の負担軽減策の拡充」を
具体化すること、相模原市が踏み出したように貧困世帯全体に高校奨学金を拡充することがどうしても必要
です。伺います。現在の本市の大学奨学金は、短大・専門学校などは対象外となっています。経済的に厳し
い世帯からの短大・専門学校への進学に対しても新たに負担軽減策に踏み出すべきです。伺います。
子ども・若者応援基金について
　競輪競馬事業の収益から3000万円、寄付金から500万円を財源とした基金を活用して、児童養護施設など
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で生活する児童の学習支援と大学・短大・専門学校等の給付型奨学金などを実施するというもので、他の自
治体にも先例はありません。
　児童養護施設の子どもたちが施設退所後に進学する割合は26.5％で、高卒者全体の71.2％と大きな差があり
ます。高等教育を受けて自立することを保障する市の役割はきわめて重要であり、本来市の施策として行うべ
きことです。競輪・競馬事業の収益は安定していないうえ、そもそもギャンブルの収益を財源の中心とするこ
とはまったく相応しくありません。学習支援と奨学金などは市の事業として最優先で実施すべきです。伺います。
児童相談所の体制強化について
　改正児童福祉法によって児童福祉士、児童心理士等の専門職種の配置に付いて、2017、18,19年度の３年
間の措置で増員が定められています。新年度予算案で8400万円余増額されていますが、新たに体制強化され
る具体的内容を伺います。
保育所の待機児童解消について
　１月26日現在の、認可保育所の４月入所に向けた一次利用調整終了時点における利用申請児童数は10,666
人、そのうち入所内定数は6,919人、入所できなかった入所保留数は3,747人です。いずれの数字も過去最多
であり、定員数を昨年４月より1,896人増やしたものの、同時期の昨年比で保留児は196人増えました。駅に近
い認可保育園の１歳児２歳児クラスの場合、A６ランクの３とか２までしか内定がとれなかったと聞きました。
　10月１日現在の待機児童とカウントされた育児休業中の人数は、待機児童374人中、266人でした。今年４
月の待機児童及び育児休業中の人数をどう見込んでいるのか伺います。また、利用申請は就学前児童の何割
とみ込んでいるのか伺います。
　第２期実施計画期間の年次計画が示され.4年間で8665人の保育受入枠を確保するとしました。市長は当初
7000人といっていましたが私たちは過去４年間の利用申請の実績から１万人程度の計画を求めました。8665
人の根拠及び利用申請数は就学前児童の何割に当たるのか乳児、幼児別の見込みについても伺います。
　新年度予算案における定員増は2350人、今年度より454人増の計画となっています。2350人の主なものは
民間事業者活用型の整備により、1,350人で全体の57％を占めます。園庭の確保の点と応募の手があがるの
かの懸念について指摘してきましたが、今年度の実績について、及び新年度の対策について伺います。私た
ちは公有地への整備と従来の民有地活用型による整備を求めてきましたが、新年度公有地整備はなく、民有
地の整備が320人です。公有地がなかったのか、また今後、全庁上げて公有地を確保し、公有地への整備を
促進すべきです。伺います。
保育士の処遇改善と保育士確保について
　まず、現状の保育所、地域型保育所、認定こども園において、保育士の確保が計画通りに行かず定員割れ
になった保育所があるか伺います。さらに、2018年度中の定員増2350人に対し、保育士の必要となる人数を
何人と見込んでいるのか伺います。予算案にもとづく保育士の処遇改善策と保育士確保対策について伺います。
　2017年度開始の国のキャリアアップ処遇改善策は、おおむね７年以上の保育士に月４万円の加算を実施す
るというものでした。対象者が多い保育所では支給額を対象者の人数で按分するため実際に一人当たりの加
算額が４万円を下回る実態があったとのことですが、本市の実態について伺います。
　2018年度、川崎市は月額２万円の処遇改善策を実施するとのことです。横浜市は独自に国の制度を補完し４
万円を上乗せする計画で、10億円を組んで、対象者全員の給与アップに踏み切るとの報道がありました。東京
都は既に先行的に実施しています。東京都と横浜市にはさまれた本市が、保育士の確保ができなければ、予定
の定員数を預かれない事態も起こりかねません。横浜市のような処遇改善策を打つべきと考えますが伺います。
保育業務に関する職員配置について
　認可保育所及び認可外保育所の箇所数の増加、入所申請および入所児童数の増加、処遇改善や人材確保策、
新規事業など保育関係の業務の増大や監査対象の施設の増大などに伴って2017年度は人員増がされました。
2018年度も人員増が必要と考えますが伺います。区役所においても入所保留数が昨年度よりも増加していま



－ 235 －

す。丁寧なアフターフォローを行うためにも人員増が必要と考えますが伺います。
教育施策について
小中学校における医療的ケアの充実についてです。
　新年度予算案が前年度1600万円余から4200万円に2.6倍に増額され、児童生徒の状況に応じた対応がされ
るとのことです。看護師の学校訪問の考え方と内容、体制について伺います。その場合、対象となる保護者
との医療的ケアの内容などのきめ細やかな話し合いと担任を含む学校側との連携、調整を丁寧に行なうべき
ですが伺います。現在、小中学校と同様な内容で医療的ケアを実施している学校があると思いますが伺いま
す。そうした学校について新年度の対応について具体的に伺います。
中学校給食について
　健康給食の推進として（株）タニタとの包括協定に基づく健康プログラムを実施するとあります。望ましい
食生活、食習慣は心身の健康の源です。まさに学校教育の一環として、小中９年間にわたる体系的・計画的
に食育の推進を行うには中学校給食において栄養士の配置こそ進めるべきです。自校調理方式の４校には、
それぞれ学校に栄養士が配置され、生徒が給食を食べているところを直接見て歩き、適切な言葉をかけ、専
門職として生きた食育を行なうことができます。しかし、給食センター方式では学校現場に栄養士は配置さ
れておりません。センター方式の中学校において食育をどのように現在行っているのか伺います。
　中学校給食における栄養士は約34,000食に15人、小学校の給食は自校調理113校、約77,000食に80人です。
小中９年間を体系的に、計画的に進めるには中学校を巡回し食育指導を行なう栄養士を少なくても各区に複
数の配置をすべきと考えますが伺います。
教員の長時間多忙化の解消について
　文部科学省は2015年「次世代の学校指導体制強化のためのタスクフォース」を設置し、教員が子どもたち
と向き合える環境整備を推進するとしました。学校給食費の徴収・管理の責任について、学校現場の負担軽
減の観点から、教員の業務としてではなく、学校を設置する地方自治体が自らの業務として負っていく事が
望ましいと述べ、地方自治体の会計ルールの整備や徴収員の配置の促進、徴収・管理システムの整備等地方
自治体が必要な環境整備を促進する必要があるとしました。更に2017年12月中央教育審議会の「学校に置け
る働き方改革に関する総合的な方策についての中間まとめ」においても、「地方公共団体が担っていくべき
と考える」としています。私たちは学校給食費の公会計化を求めてきましたが、実施に向けた検討状況を伺
います。教職員の勤務時間を適正に把握するためのICカード、タイムカード等に切替える事について求めて
きましたが、新年度の対応について具体的に伺います。
少人数学級の推進について
　既に16政令市が中学校含めて川崎より進んだ少人数学級を実施、仙台市は18年度に中学１年生から２年生
に、19年度に中学３年生へと35人以下学級を拡充するとのことです。私たちは、権限が委譲された今こそ、
他の多くの政令市のように計画的に35人以下学級を進めるべきと主張し、せめて小学３年生及び近年、不登
校児童が小学６年生の時の３倍にも増える中学１年生の35人以下学級を実施すべきと求めてきました。2017
年度、小学校113校中、３年生の全クラスが36人以上のクラスは22校、中学校52校中１年生も同様の学校は2
0校です。これを基準にするならば計42人の教員を増やすだけで小学３年と中学１年は全て35人以下学級に
できるのです。国の義務標準法の改正等を待たないで、まずは、小学３年と中学１年生の35人以下学級を進
めるべきです．伺います。現在、本市の少人数学級は各学校の実情に応じて「指導方法工夫改善定数」を学
級担任に振り分けて実施していますが、習熟度別や少人数指導等にも選択して活用しています。新年度、そ
のための加配教員や非常勤講師を増やす計画か伺います。増やすのであれば人数と活用について伺います。
障がい者施策について
グループホームについて
　先の議会でわが党は、今年度末までの第４次ノーマライゼーションプランのグループホーム設置目標が達
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成できなかったことから、新築・改修補助金を増額し、設置を促進するべきと求めてきました。新築・改修
補助金は拡充したのか伺います。さらに肢体不自由の方が入居できるグループホームの整備を促進するとし
ていましたが、その内容について伺います。また、自動火災報知設備はすべてのグループホームが今年度中
に設置しなければならず、その設置費用も課題となっています。現在未設置のグループホームは何棟あるの
か、設置計画はすべて出ているのか消防局長に伺います。万一、４月に残ってしまったグループホームにつ
いては、一刻も早く設置するよう市として強力に指導すべきと思いますが、健康福祉局長に伺います。
夕方支援について
　これまで繰り返し、18歳以降の障がいのある青年の夕方支援を求めてきました。生活介護事業所が開設時
間後の日中一時支援事業を実施することについて検討をしてきたとのことですが、検討状況を伺います。予
算についても伺います。
高齢者施策について
議案第13号川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　今回、第７期の基準介護保険料を5,825円にするということです。介護保険給付費準備基金47.5億円を次
期保険料の設定に取り崩した結果といいますが、それでも基準保険料で285円の値上がりです。
介護保険料について、2016年度実施の高齢者実態調査では、一般高齢者の約４人に３人が「高い」「やや高い」
と感じている、でした。要介護・要支援認定者では約48％の方が介護保険を含む社会保険料の負担感が金銭
的負担感の中で最も大きいでした。
　現行の基準月額は5,540円ですが、保険料の支払額はすでに限界にきているのです。
　本来なら引き下げてほしい、これ以上あげないでほしい、の声は切実なものになっています。一般会計か
らの繰り入れは、基本的には禁じられておりません。すでに一般会計から繰入をして値上げを抑えている自
治体はあります。川崎でも一般会計から繰り入れをしてでも値上げすべきではありません。伺います。その
前段階として、保険料段階の合計所得金額1000万円以上は１段階ですが、1500万円以上、2000万円以上の段階
を細分化するなど、合計所得金額の低い人の負担増を軽減するなど多段階化についての検討はされたのでしょ
うか、伺います。
　介護保険の減免については、2016年度の利用者は284人、その金額は497万6680円でした。介護保険利用料
に関しての本市独自の負担軽減制度の適用者は2016年度で18人、給付額は126万7493円です。以前から指摘
してきましたが、この利用料減免が横浜市は1,224人、給付額約6,500万円と比較しても極端に少ないわけで
す。低所得者にとって、１割負担は、サービス利用を阻むハードルになっています。現行の負担軽減制度を
せめて横浜市並に拡充し、経済的理由で介護を受けられない人をなくすことを目指すべきです、伺います。
特別養護老人ホームの入居申込み者管理システムについて
　申込者の負担軽減に向け、複数施設への一括申請、各施設の待機状況の情報提供などの仕組みに改善する
よう求めてきました。これらは入居申込み者管理システムの再構築に反映されるのか、他にどのような機能
を整備するのか、伺います。また、導入スケジュールについて、伺います。
議案第11号川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
　国民健康保険制度改革として、2018年度より都道府県と市町村が共に保険者となりますが、川崎市は保険
証の発行、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き
担います。
　2018年度の保険料については、国から保険料に与える影響について配慮を求められていることから、急激
な保険料の上昇を避けるため、被保険者１人あたりの保険料負担額が2017年度と同水準になるよう、一般会
計からの法定外繰り入れを行うとしています。保険料率は、６月に加入世帯の所得状況等を踏まえて算定し、
告示するとしています。厚労省などの資料によると、川崎市の保険料が上がる理由はないと推測します。20
19年以降ですが、決算補填等目的の法定外繰入である約27.4億円については、計画的、段階的に解消・削減
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すべきとの方針を示しているとして、川崎市は今後の国の動向を注視しながら、神奈川県等と調整を行い、
期限を定めて縮減していく、としています。しかし、解消、縮減について国は期限を定めているわけではな
く、激変緩和をやめなさい、とは言っていないと思いますが、伺います。
中小企業予算について
　主な予算の特徴として、研究開発型ベンチャーを対象とした起業・創業プログラムの実施や多様な主体と
の連携による起業・創業支援のワンストップ拠点の設置など一部ベンチャー企業への新規事業に重点が置か
れています。一方で、これまで既存中小企業対する支援策は軒並み削られています。商店街の課題対応事業
費の中小企業団体等共同施設補助金が1500万円の減、販路開拓事業費が137万円の減、ものづくり中小企業
経営革新支援事業123万円の減、ウェルフェア―イノベーション推進事業費346万円余の減となっています。
こうした事業については、中小企業事業継続に欠かせない予算と考えます。中小企業活性化条例や国の小規
模企業振興基本法の中でも位置付けられている「事業の持続的発展」についてはどのように考えているのか、
見解を伺います。
「住宅リフォーム助成制度」の創設について
　これまで、「リフォーム助成制度」の実施を求めてきましたが、市は「研修会や住宅相談会などを通し、
事業者みずからが受注を継続的に確保できるよう取り組んでいる」との答弁を繰り返し、実施に背を向けて
きました。リフォーム助成は、リフォーム投資を市内に循環させる仕組みで、その効果は他の自治体で立証
済みです。また、建設関係の事業所の減少も深刻で、まちをつくる技術も失われつつあります。経済対策と
して、また、建築技術の継承の支援策としても、住宅リフォーム助成に取り組むべきです。伺います。
住民税の特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載について
　働く人の給与から住民税を徴収するため市区町村が事業所に送る「特別徴収税額決定通知書」について、
昨年12月15日に総務省市町村税課が各都道府県の市区町村担当課に送った「事務連絡」により、「書面によ
り送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととする」と対応の変更を通知してきました。
　川崎市を含め、全国的に昨年の通知書の誤送付によりマイナンバーを変更しなければならない市民が大量
に発生していました。今回の措置は当然のことで、制度の中止見直しを行うべきと考えます。今回、同事務
連絡を受けて川崎市も当然マイナンバーを記載しない対応を取るものと考えますが、見解と対応を伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　2018年度予算案でも、正規雇用につなげるとする「キャリアサポートかわさき」の就業マッチング事業や「地
域中小企業人材確保・若者活用支援事業」は、358万円減り、昨年に引き続き合計800万円余が削減されています。
　「キャリアサポートかわさき」の就職者の推移をみると、2016年度の登録者に対し就職決定者は59.7％で、
そのうち非正規雇用が67％。2017年度は12月末現在で、就職決定者45％、そのうち非正規雇用は65％と、こ
の数年間、正規雇用決定者はずっと３割台で、非正規雇用が圧倒的です。
　2017年度の「キャリアサポートかわさき」運営事業業務委託仕様書の求人開拓の内容には、「正社員・パー
ト・アルバイト等の雇用形態にはとらわれない」とし、「可能な限り正社員での開拓実績」に努めるとされ
ています。これでは、正規雇用を希望していても、正規に結びつくとは限りません。正規雇用としての位置
づけを明確にして仕様書を変更すべきです。伺います。市内の不本意非正規雇用が推計55000人とされる中、
正規雇用の目標を明確にし、就職決定者目標数を拡大すべきです。伺います。専門性が求められる求人開拓
員は、全員が単年度の契約社員です。労働契約法の改正によって、４月から無期雇用者に該当する求人開拓
員はいるのか、伺います。
労働者の無期転換問題について
　改定労働契約法に基づき有期雇用労働者が通算５年以上、同じ会社で働いた場合、本人が申し込めば無期
雇用に転換できるルールが４月から開始します。その実施を前に、「無期雇用逃れ」を図る違法・脱法行為が、
自動車大手や大学、独立行政法人などで相次ぎ明らかになり、全国で大問題になっています。
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　2017年９月20日に神奈川労働局長から福田市長あてに「無期転換ルールの円滑な導入に向けた取り組みに
関する要請書」が出されています。この中で「無期転換ルールの認知度や対応状況は十分とは言えず、無期
転換ルールを避けることを目的とした雇止めの発生が懸念される」と述べ、「企業においての早急の対応」
と「労働者への事前の説明」を求めています。川崎市では、このような労働契約法が適用される主要出資法
人が24団体あり、市OBを除く無期転換の対象者は49人います。これら団体での労働者への説明などの対応
状況と更新予定はどうなっているか伺います。更新しない場合があれば、その理由も伺います。
株式会社東芝のリストラ影響対応について
　東芝は、東芝メモリ社の売却を決め、他の事業も分社化を進めました。昨年11月28日に東芝デジタルソ
リューションズ社で300名、つづいて今年１月12日に東芝インフラシステムズ社と東芝エネルギーシステム
ズ社でそれぞれ50名の人員削減を、３月末を目途に実施すると発表しました。粉飾決算など反社会的行為を
行い、分社時は「リストラしない」といいながら、半年で覆し、労働者に犠牲を強いるリストラを平然と行なっ
ています。しかも、対象を53歳、50歳以上と長年に渡り会社に貢献してきた社員400人を狙ったリストラです。
東芝デジタルソリューションズ社では、１月15日から個別面談が開始されています。産業別労働組合の電機・
情報ユニオン等には「リストラをやめさせてください、助けてください」、「子どもが学生で教育費が掛かる
ので、ここで働かせてください」と懇願した社員に対しても、会社は「あなたが働く場所は東芝にはない」
と突き放した、などの相談、情報が寄せられています。リストラの期限３月末は間もなくです。対象人員数
から推定すると半数の150名が市内事業所から要対策人員としてリストラされるものと思われます。
　市長はこうした事態をどう受け止めているのか。こうした緊急事態にどう対応するのか市民の暮らしを守
る役割を果たすかどうか、市長の資質が問われます。市内事業所のどの部署を対象として個別面談が行なわ
れているのか、対象人数も伺います。県労働局とどのような情報交換を行い、会社の不当行為を止めるため
にどのような対応を取って来たのか、伺います。
防災対策について
　市長は、災害から生命を守る取り組みとして、防災対策を第一に掲げられましたが、まず防災の要は、住
宅の耐震化です。
　新年度の予算は、緊急輸送道路沿いの建物倒壊を防ぐための予算は重点化されていますが、木造住宅の耐
震化助成については、112件分１億1970万円の予算から新年度は65件分6,895万円と大幅に減額されています。
診断士派遣事業も530件分4,242万円から300件分2,527万円余に減らされています。今年度の実績に合わせて
減額したということですが、実績が低いのはいまだ制度の使い勝手が悪いからではないでしょうか。限度額
や補助率の大幅引き上げを行い、必要な予算は増額すべきと思いますが、伺います。
　災害から市民を守る消防職員の国基準の確保についてです。新年度は、救急隊の増隊１隊で10名の増員が
見込まれていますが、それでも国基準より137人足りません。横浜市では、新年度４隊40人消防職員を増員し、
救急隊は国基準を満たす予定とのことです。一方、川崎市では、救急車は国基準より５台少なく、そのため
50人の救急隊員も不足しています。救急車５台と救急隊員の増隊をいつまでに達成するのか伺います。合わ
せて、消防職員の国基準達成について今後の見通しを伺います。
危機管理監の設置について
　これまで危機管理室を中心に、東日本大震災をはじめとする大規模地震や台風やゲリラ豪雨などの豪雨災
害など、危機事象に対応してきましたが、この度の危機管理監設置に至る経緯において、これまでの組織体
制にどのような課題があったのか伺います。設置することによってどのような効果を期待しているのか、伺
います。他都市では、副市長や危機管理を所管する局の局長が兼務するところも見受けられますが、危機管
理監として別枠で設置することを選択した理由についても伺います。
武蔵小杉駅の混雑解消と周辺のまちづくりについて
　やっとここにきて、この４月から武蔵小杉駅の混雑対策を担当する７人体制の課長級ポストを新設すると
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発表されました。
　新聞報道によると、新ポストはホームドアの設置、列車の長編成化、オフピーク通勤の導入など進めると
ありますが、報道でみる限り南武線の改善のようにみえます。南武線対策は重要ですが、同時に、横須賀線
ホームの混雑、横須賀線と南武線の連絡通路の混雑を何とか改善してほしい、さらにこれ以上乗客が増えた
ら大変なことになる、危機感は増幅するばかりです。ここへの対応が求められています。
　横須賀線ホームは到着する電車によって電車のドアの位置が異なります。それだけでもホームドアの設置に
は、技術が必要ですが、そもそも上下線ホーム１本では、ホームドアをつければ、さらにホームは狭くなります。
今年から来年にかけて武蔵小杉駅全体で、3000人乗降客は増えます。横須賀線小杉駅に関連する混雑解消改善
策はどうされるのか、まちづくり局長に川崎市としての取り組みを具体的に伺います。
　市内保育所申込み状況は、一次利用調整終了時点で入所保留数は中原区では内定数が1,455人、入所保留
数は1,031人で、入所申請した４割の子どもが保留になりました。中原区はこの３年間みても、申請者数は
断トツ多く、しかも増え続けています。担当課の努力によって認可保育園を最大限増やすための努力はされ
ていると思いますが、まったく追いつかない。新丸子駅に通じる道路の両側にはあちこちに保育園ができて
います。ものすごい数です。しかしほとんどが園庭は見うけられません。この近くには児童公園も少なく、
丸子通り２丁目の公園と太陽が当たらない東横線ガード下の公園だけです。ここを順番で園児が遊んでいま
す。３つの超高層マンションが完成する今年以降さらに保育園の需要は増えることは間違いありません。さ
らに３棟が計画されています。子ども達の全面発達も視野に入れた場合、この事態を市長はどう考えるか、
対応について伺います。
臨海部ビジョンについて
　臨海部国際戦略本部の予算は、前年度比41.7％増の８億6987万３千円が計上され、そのなかで臨海部ビジョ
ンに位置付けたリーディングプロジェクトの各取り組みを推進することとしています。その一環で、交通ネッ
トワークの形成推進として、川崎アプローチ線等の具体化に向けた取り組みと戦略拠点の形成推進として南
渡田周辺地区における新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討を進めるとしています。
　まず、交通ネットワークの形成推進についてですが、川崎アプローチ線等の臨海部の新たな基幹的交通軸
整備の具体化に向けた取り組みなどを進めるということです。
　尻手から浜川崎まで整備されている南武支線を川崎駅乗り入れにする計画です。そのために、JR川崎駅
から国道15号線までの旧貨物線跡地を活用し線路を設置する必要があります。ところが、JR川崎駅から国
道15号線までの貨物線跡地にはすでに視覚障害者情報文化センターが作られ、市営住宅も建っています。
　また、かつて国の運輸政策審議会の答申の際にも課題になりましたが、貨物線とのダイヤの調整も難しい、
事業化されても不採算路線として事業主体も決まらない。その上、小田栄駅が設置されたばかりで新たな設
備投資だと二重投資になりかねません。しかも収支不足を強調しているときに、総事業費300億円と試算さ
れている事業をどうして具体化できるのでしょうか。そうした課題が明確で、極めて実現可能性の低い計画
について、具体化が可能と考えているのか、伺います。
　南渡田周辺地区への新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討ですが、都市再生緊急整備地域に指定
されて久しい同地区ですが、これまで民間大企業の土地利用について具体的な計画が示されてきませんでし
た。にわかに土地利用の検討というのは、何か理由があるのか伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問】
予算案の特徴について
　「財政が厳しい」という根拠についてですが、「財政需要が増加している」からという答弁でした。しかし、
人口が増加しているから需要が増加するのは当然であり、国は、その点で基準財政需要額よりも収入額が大
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きいと判断しており、需要の増加以上に収入も増加しているとしているのです。「財政需要の増加」をもっ
て「財政が厳しい」という根拠にはなりません。結局「減債基金からの借入」以外の根拠はなかったという
ことです。減債基金への積立ルールについてですが、「将来、償還財源に不足をきたす」恐れがあるからと
いうことでした。しかし、そういう「不足をきたす」ような事態が将来あるのでしょうか。今後10年間は、
取崩額の平均は369億円、積立額は451億円で、９年後には、減債基金残高は3023億円、取崩額の８年分にも
達します。減債基金からの借入をせずに、積立額を減らして対応しても、９年後は2520億円で取崩額の７年
分です。７年間も積立額がゼロという事態があるのか、伺います。
　10年後以降も、積立額、取崩額ともに400億円から500億円で平準化しており、残高も2500億円を切るよう
な事態は起こりません。このように「将来、償還財源に不足をきたす」ような事態は考えられないのです。
それならば、なぜ、この積立ルールを優先しなければならないのでしょうか。このルールは、単なる計算上
の目安にすぎません。だからこそ、ペナルティもないし、他の政令市でもやっているように市長の権限で判
断できるのです。財政需要よりもルールを優先し積み立て、さらに減債基金からの借入という形をとってま
で優先させるというのは、間違いではないですか、伺います。
東芝のリストラについて
　東芝デジタルソリューションズ社、インフラシステムズ社、エネルギーシステム社の３社は川崎に本社が
あります。この３社のリストラで各社とも相当数の離職者が発生します。こうした際は雇用対策法24条「再
就職援助計画」又は雇用対策法27条「大量雇用変動届」がハローワークに提出されます。神奈川労働局と適
宜、情報交換を行っているとのことですから当然、このリストラ情報を得ているはずです。市長に伺います。
川崎市内の事業者が行なうリストラに対して、市長には雇用を守る責任があります。あと１ヶ月に迫ってい
るリストラへの対応は待ったなしです。すみやかに、雇用対策本部を設置すべきです、市長に伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　正規雇用を明確にした目標を示すべきと質したのに対して、「求職者の希望する雇用形態に合わせた多様
な働き方の促進」をはかる目標にしたと、答弁されました。しかし、正規を希望しても、非正規雇用にしか
なれないという実態があります。それを、多様な働き方とすりかえるべきではありません。質問の主旨は、
正規雇用をどうやって拡大するかということです。「パート・アルバイト」などの非正規を含めた就職決定
者目標を聞いているわけではありません。正規雇用を推進する市の事業において、正規雇用者の目標値を明
確にしないで、正規雇用を希望する方々に対し、責任が果たせるんでしょうか。再度伺います。
　求人開拓員の雇用形態についてです。答弁では、委託事業者については、「雇用形態を指定しているもの
ではない」という驚くべきものです。４月１日からスタートする改正労働契約法は、有期と正規との間で不
合理な差別を是正する（20条）という、有期で働く人の権利を前進させる画期的なものです。仮にも、求人
開拓をして就業支援を直接おこなっている当事者が、不安定な雇用形態にあることが予想されるのに、経済
労働局長は、無関心でいいのでしょうか。伺います。
介護保険料について
　一般財源からの繰入をしてでも保険料の値上げは避けるべきでは、との質問に、「保険料の軽減を目的とし
て、自治体が制度上想定されない法定の負担割合の独自変更を行い、その財源を一般財源に求めることは、
費用負担の公平性をそこなうおそれがあることから、ふさわしくないと考える」との答弁でした。
　費用の公平性を言うのなら、一番この公平性を破っているのは国ではないでしょうか。措置制度のときは
国の負担は50％でした。介護保険制度になって国の負担は25％となり、しかも固定されている国庫負担金分
は20％だけで、あとの５％は調整交付金となり、川崎市には2.7％しか交付されていません。支給されてい
ない2.3％分が金額でいくらになるのか、伺います。
　さらに費用負担の公平さを損なう恐れがあるとして、市民に負担を押し付けるやり方こそ間違っているの
ではないでしょうか。1500万円以上、2000万円以上の段階を細分化するなど多段階化についても消極的でし
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た。今回、結果的に285円の値上げということで、これ以上の様々な努力をしなかったのではないでしょうか。
一般高齢者の４人に３人が、介護保険料が「高い」「やや高い」と感じているなか、すでに制度発足当時か
らいまでも1.9倍になっている保険料です。これ以上の値上げをしないために、あらゆる努力をすべきです。
　国に対して、国庫負担金の増額を要望することと同時にこれ以上の保険料の値上げをしないために、いく
つかの他都市ですでに行っている一般財源からの繰入も行うべきです。再度伺います。
就学援助制度について
　生活保護基準の1.0倍という認定基準は「要保護者に準ずる程度に困窮しているという観点から必要な水
準を満たしている」という答弁でした。
　本市の「子ども若者生活調査」では、貧困線を下回る子どもの割合を７％と推計しました。しかし国の調
査では子どもの貧困率は13.9％と言われています。議会主催学習会で講演された首都大学東京の阿部彩教授
は、東京都の「子どもの生活実態調査」を紹介しました。東京都の調査では、困窮層と周辺層をあわせた「生
活困難層」は小学校５年生で20.5％、中学校２年生では21.6％にのぼり、阿部教授はこの２割にのぼる「生
活困難層」への対策が必要だ、と強調されました。そして、医療費の軽減、就学援助制度をしっかり届ける
ことなど、市役所のすべきことをしっかりやるべきだ、と指摘されました。
　都の調査の結果も受けて「子どもの貧困対策に関する計画」を作成して取組みを始めている東京都大田区は、
就学援助の認定基準を生活保護基準の1.2倍としています。小学校の就学援助の認定率は、本市の9.5％に対
し大田区は20.8％、中学校は本市12.5％に対し32.1％です。本市の２倍以上という認定率は認定基準の高さ
に要因があるのではないでしょうか。本市もせめて認定基準を1.2倍として、対象を広げるべきです。伺います。
　また大田区は、生活保護基準の切り下げに対しても連動しないようにしている、とのことです。本市も同
様に、生活保護基準の切り下げが行われたとしても連動しないようにすべきですが、伺います。
臨海部ビジョンに関連して
　答弁では、アプローチ線を踏まえて、都市計画法の基準を準用して建築した施設等があるが、具体化に向
けた検討の進捗を踏まえ適切な対応を図るということですが、当該ルートには都市計画法上の網掛けはなく、
建築制限もありません。それなのに、都市計画法第53条の建築制限に準拠して建てられているということは、
将来、撤去移転することを念頭に障害者施設を建てたということなのか、伺います。また、障害者施設だけ
でなく、市営住宅や民間の建物もあり、建築制限に準じる運用という説明を行っているのか伺います。
　そもそも、川崎駅の接続の課題、収支採算性の課題、貨物輸送への影響や開かずの踏切問題など重要な課
題が山積しています。何故あえて事業化を検討するのか、その理由について伺います。
　南渡田地区についてですが、キングスカイフロントに続く臨海部の機能転換をけん引する新たな戦略拠点
の形成が重要ということですが、南渡田地域を位置づけた理由について伺います。また、キングスカイフロ
ントを研究開発の拠点にするために、川崎市が約3.8haもの土地取得を約70億円かけて取得して推進してき
ました。南渡田地区においても同様に川崎市が土地取得する手法を用いるのか、伺います。
【再々質問】
予算案の特徴について
　将来「７年間も積立額がゼロ」というような「償還財源に不足をきたす」事態があるのか、という質問に
ついては、答弁がありませんでした。当然、このような不足をきたす事態は、ありえません。「財政が厳しい」
という根拠は何一つないのです。
　では、なぜ「積立ルールを優先させるのか」という質問に対しては、「ルール通り積み立てないと、収支
不足が明らかにされず、財政状況の実態が見えにくくなり」、しいては財政規律が損なわれ、歳出が増大す
るからという答弁でした。ようするに、市民に収支不足をみせないと要望がどんどん膨らみ財政規律が崩れ
るからということです。まったく、市民を信頼していない、市民にとっては大変失礼な答弁です。積立額を
減らせば実際には収支不足は出ないのに、ルール通り積み立てることによって収支不足が出ているように見
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せかけるというやり方、この本当の目的は、歳出を抑制するためということではないでしょうか。まさに、
行革を推進するためなのか、市長に伺います。
東芝のリストラについて
　「再就職援助計画」及び「大量雇用変動届」について、国の言う「提出の有無を含め、外部に情報提供す
るものでは無い」ということを理由に、このリストラに対して本市は何もしていないのか、そうでなければ
どのような対応をしたのか、答弁がなく全く分かりません、どの様な対応をしているのか、伺います。
ルネサスのリストラに対しては、山口県では労働部長がルネサス本社に出向き報道内容の確認を行い、その
上で関係自治体の市長がルネサス本社に出向き従業員の雇用維持を求めました。本市も神奈川労働局と東芝
に直接出向き、リストラ内容を確認すべきです、伺います。
　また、市長の権限で雇用対策本部を設置できる訳ですから、直ぐにでも雇用対策本部設置をあらためたて
求めます、市長に伺います。
臨海部ビジョンに関連して
　川崎アプローチ線についてです。運政審答申が出されてから18年。事業採算に課題があるとしてこれまで
何も進められてきませんでした。そのために「ふれあいプラザかわさき」をわざわざ支障になる当該路線区
域に整備してきたのではないでしょうか。それなのに、いきなり事業化を言い出し、事業化のためには、で
きたばかりの「ふれあいプラザかわさき」の撤去も辞さない答弁や、現在何も法的規制のない民間の建物に
ついても、法的に立ち退きを迫ってまで推進するということです。なぜ、今になってそこまで強引に事業化
しなければならないのでしょうか。伺います。
　市民生活にとってもどれだけの必要性があるのでしょうか。もともと市民生活には、既存の路線で十分で
あり、少なくとも300億円もかけて整備する必要のない路線です。一昨年の７月に行われた国の交通政策審
議会陸上交通分科会鉄道部会においても、収支採算性に課題があると指摘し、事業化にあたっては、採算性
の確保に必要な需要の創出に繋がる沿線開発の取組を進める事業計画を検討するよう関係地方自治体に期待
するとしています。収支採算が取れない赤字路線ということが分かっているのに、なぜ300億円もかけて整
備しなければならないのでしょうか、伺います。
　そのために、交政審の言うように、その赤字路線の需要創出のためにわざわざ沿線開発として莫大な市民
の税金を投資するとしたら、計画としてはあべこべではないでしょうか、伺います。
【最後の意見】
予算の特徴について
　質疑の中で、減債基金への積立額を減らして対応すれば収支不足は出ず、借り入れる必要もないこと、将
来的に減債基金は不足するどころか９年後には取崩額７年分という異常に多い残高になることを明らかにし
ました。結局「財政が厳しい」という根拠は何一つないのです。
　「なぜ積立ルールを優先するのか」という質問に対しては、市民に収支不足を見せないと財政規律が崩れ、
歳出が増大するという答弁でした。収支不足と言わないと市民がいくらでも要求してくるとでもいうのでしょ
うか。結局、収支不足が出ているように見せかけて歳出を抑制する、「作り出された収支不足」ではないですか。
　一方で、財政が厳しいと言いながら赤字が分かっている川崎アプローチ線事業は、300億円も掛け、借金
を増やしても事業化しようとしています。しかも、事業化のためには、長い時間をかけてようやく整備され
た「視覚障害者情報文化センター」のある「ふれあいプラザ川崎」や今住んでいる市民を立ち退かせ、市民
生活を犠牲にしなければなりません。
　市民には財政が厳しいと言いながら、このような事業は進めるということは、市民的には全く道理があり
ません。そのことを指摘して、あとは委員会に譲り質問を終わります。
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2018年第１回川崎市議会定例会代表質疑（２月27日）

　私は日本共産党を代表して、追加提出された諸議案について伺います。
議案第59号及び議案第63号から議案第80号までの議案19件についてです。
　今回の議案のもとは、昨年５月の「改正」介護保険法・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法
等の一部を改正する法律の成立を受けたもので、介護保険法を含む31本の法「改正」を１本に束ねた一括法
として提案され、具体的な内容の多くを政省令に委ねたというものが、今回省令の一部改正等という形で出
てきたものです。
　今回の法律は、２つの柱からなり、１つは制度の持続可能性の確保、２つ目は地域包括ケアシステムの進
化・推進です。
　その政策では、１つに「給付と負担の見直し」、２つに「医療と介護の一体改革」、ここでは、療養病床削
減のための新たな受け皿として「介護医療院」を創設するとともに、「自立支援・重度化防止」の名の下に
公的サービスからの「卒業」を促す「自立支援介護」を新たにに導入されることになりました。
　３つめには「福祉のあり方の見直し」が新たに加わり、高齢者と障がい者・児のサービスを複合させた「共
生型サービス」の創設がこれにあたります。
　国はこれらは地域包括ケアシステム政策の一環であり、高齢者のみの対象からを全世代に対応した地域包
括ケアシステムに転換していくこととしていたようですが、すでに川崎市では国の先取りをして地域包括ケ
アシステムをはじめていたわけです。
創設される介護医療院について
　「日常的な医療管理」「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たなタ
イプの介護保険施設として「介護医療院」が創設されるとのことです。医療療養病床の一部削減、介護療養
病床の全廃のために受け皿として想定されています。
　医療も提供するため、医療法に基づく医療提供施設となるが、適用保険は介護保険法というものです。介
護療養病床は、2011年度末までに廃止の方向だったのに、2017年度まで延ばしましたが達成されず、2023年
度までさらに延長されています。
厚労省の調査では、介護療養病床の患者全体の85％が「退院困難」であるという結果が示されているようで
す。このような長期の療養が必要な要医療・中重度の患者・利用者の受け皿として介護医療院を創設すると
しても、うまくいくでしょうか。その適用が介護保険法のもとで、医療部分は包括的なものとなると、結局
採算が合わなく、そうそうの退院を余儀なくされることや、必要な充分な医療が提供されなくなるのでは、
さらにこのような患者・利用者を「難民化」させかねないのでは、と危惧しますが、伺います。
「共生型サービス」の創設について
　これによって、介護保険、障がい福祉いずれかの指定を受けた事業所が、他方の制度における指定をうけ
ることが容易になるように基準を緩和するものです。
対象となるサービスとして、訪問介護、通所介護、短期入所などがあげられ、川崎市も関連した条例の一部
改正をしようとするものです。
　たしかに、高齢・障害分野における行政の縦割りを是正させる面がありますが、人員体制や介護・障害報
酬など、サービスの質が担保され、高齢者・障がい者の願いに敵う事業になるのでしょうか。
　障がい者が65歳になると、介護保険優先適用が原則になります。65歳以上になった障がい者が使い慣れた
事業所においてサービスをそのままその場所で受けることができるようにと障がい者事業所は介護保険事業
所としてみなし指定を受けることができるとしています。介護保険事業所には床面積の基準がありますが、
障がい者事業所には床面積の基準はない、とのことです。これは、当座はそのままサービスを受けられると
いうことで、障がい者自身に寄り添う事業であっても、この指定の取得の容易さは結局利用者へのサービス
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の低下につながるのではないでしょうか、伺います。
　「介護保険優先原則」により、１割の利用者負担が生じてきます。こうなれば、障がい者のおかれてる実
態からみても、必要なサービスが受けられない事態が深刻化することは目に見えています。このことへの見
解と対応を伺います。
　介護保険優先原則は障がい者の方も介護認定を受けることが余儀なくされるということではないでしょう
か。いま、介護保険の認定はたいへん厳しいものになっています。少なくない障がい者は、介護保険では「要
支援」と認定されることになるのではないでしょうか。そうなれば総合事業の対象になるということです。
いままでのサービスは受けられなくなります。国会で問題になりましたが、全身にマヒが残り、車椅子を利
用しており、夜間は呼吸器が手放せない方が、介護保険で「要支援２」と認定され、サービス提供を大幅に
削減され、「基準緩和型」のホームヘルパーが派遣された事例もありました。介護保険に同等のサービスがな
ければ、障がい福祉サービスが利用できますが、川崎でのサービス低下をさせないことへの見解を伺います。
　「共生サービス」は保険優先を貫き、65歳以上の障がい者の介護保険利用をより徹底するものです。「介護
保険優先原則」は、高齢障がい者の生活、尊厳を脅かすものにならないか、ということです。
　「共生型サービス」の本質は、厚労省の「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」のなかで明らかな
ように、人口減少下でも持続可能なものとするため、生産性向上、業務の効率化を図り、兼務をすすめるな
ど、少ない人数でサービスの提供のあり方を検討するとしています。
　強度行動障害のある方や重症心身障害児者などは、とくに一人ひとりに応じた人的な支援が必要なことは
いうまでもありません。川崎市の指定障がい福祉サービスと指定通所支援の説明のなかでも「福祉に携わる
人材に限りがある中で…」というくだりがありますが、この意味合いが微妙です。川崎では「共生型サービ
ス」の実施によっても、障害をもつ方の特性を踏まえた人員の対応は今後も行なわれるのか、伺います。

【追加議案の再質問】
　再度伺います。
　介護医療院ですが、「求められる医療ニーズに応じた適切な評価がされているものと認識している」との
ことでした。ということは、人員的な配置はⅡ型では、老人保健施設に順ずるということでしたが、老人保
健施設については医療的ケアが必要になった方は、一定以上は施設の持ち出しになってしまうために、退所
を余儀なくされることがおきます。介護報酬については老人保健施設とは違うということでよいでしょうか、
医療部分の報酬額評価はどのように変わるのか、伺います。
　共生型サービスについてです。障害者事業所は一人当たりの基準面積がない、ということです。ここに面
積基準がある高齢者事業所も認められるということですが、そのことがのちのちのことを考えた場合、利用
者などのサービス低下につながらないか、とお聞きしました。再度、その点を伺います。
　利用者負担がなく障がい福祉制度を利用されていた65歳以上の障がい者が、介護保険制度に移行した場合、
「一定要件を満たすことにより、負担額を償還する制度が施行される」予定とのことです。この「一定条件
を満たす」とはどういうことなのか、伺います。
　ヘルパー派遣のサービスについては「、サービス利用時間が減少した場合、ご本人の身体状況等に応じ、
障がいの制度を上乗せして利用することを可能としている」との答弁でしたが、川崎市でも上乗せして利用
できるということでよろしいですか、伺います。

2018年第１回川崎市議会定例会予算組み替え動議の提案説明（３月16日）

　安倍政権の経済政策―「アベノミクス」が始まって５年経ちました。この５年間で日本の貧困は悪化し続
けてきました。「貧困ライン」は、1999年の157万円が2014年は133万円に下がり、貧困ラインが低くなりす
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ぎた結果、「貧困ライン」以下の世帯は、こどもを持つこと自体が困難になっているという、より深刻な事
態が起こっています。OECDのデータからみると、日本以外のアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、イ
タリア、フランスどの国でも「貧困ライン」が上がっており、下がっているのは日本だけです。その結果、
経済的な格差と貧困は大きく拡大しています。大企業は史上最大の利益をあげ、内部留保は400兆円を超え
るまで積み上げる一方で、働く人の実質賃金は年間15万円も減り、実質消費支出は20万円も減っています。
　国では、社会保障制度の改悪に加え、社会保障費の「自然増」削減は６年間で１兆5900億円にのぼってい
ます。高齢者は年金が下げられる一方で社会保険料は値上げされ、そのうえ、生活保護の基準額を最大５％
も引き下げる計画が出ています。引き下げとなるのは主に都市部の高齢者世帯や家族の人数が多い世帯で、
世帯数で67％程度が引き下げの対象となるといわれます。高齢者をはじめ多くの国民・市民は毎日どう暮ら
せばいいのかというギリギリの生活を強いられています。
　川崎市においても貧困と格差は広がっています。川崎の雇用者数は、2002年から2012年の10年間で10.4万
人増えているものの、非正規労働者が増大していることなどから、2012年で年収300万円以下は６万人増で
市内労働者の44％にのぼる一方、年収1500万円以上はほとんど割合が変わらず、市民生活はますます苦しく
なっています。
　こうした中、地方自治体には国の悪政から市民生活を守る防波堤の役割を果たすことが求められています
が、新年度予算案は、市民の福祉や暮らし、市内中小企業への支援、雇用対策などについては極めて不十分
なものとなっています。
　その一方で、不要不急な大規模事業への予算は大幅に増えています。市民にとって必要のない臨港道路東
扇島水江町線の整備に約25億円、東扇島堀込部埋立土地整備事業に約66.5億円など国際コンテナ戦略港湾関
連で約111.4億円に上り、羽田連絡道路整備事業に約48.8億円など臨海部の戦略的な産業集積と基盤整備で
約57.4億円と多額の予算が計上されています。
　我が党は、市民生活を支えるための緊急課題に絞って、次の組替えの基本方針及び内容により2018年度予
算案の再提出を求めるものです。

組替えの基本方針は、
　第１に、子育て世代の賃金・経済状況が悪化する中で、共働きをしなければ生活できない世帯が急増して
おり、保育園の利用申請率が就学前の約４割にのぼっているなど、かつてない勢いで保育園ニーズが高まっ
ていることから認可保育園の緊急増設を行う。私立幼稚園の入園料について補助制度を創設する。小児医療
費助成制度の所得制限と一部負担金を撤廃し、中学生まで拡充する。一人ひとりの子どもに目がゆきとどき、
学習・生活指導などあらゆる面から教育条件を改善する有効策として、少人数学級を小学３年生と中学１年
生で実現する。憲法26条２項の義務教育無償原則の趣旨から、学校給食費の値上げを抑え、現行の給食費を
維持する。児童養護施設等の入所者への学習支援の充実等を図ることなどです。
　第２に、高齢者に増税・負担が集中している状況下で、いま以上の介護保険料の値上げはせず、現行の保
険料を維持する。安心して介護を受けられるよう、介護援助手当を復活、特別養護老人ホームを増設し、人
材確保が困難な介護老人福祉施設等に職員の定着・確保を図るための支援を行う。敬老祝金・長寿夫妻記念
品を復活する。削減した障害者支援施設等運営費の市単独定率加算を復活する。非課税世帯などの低所得の
障がい者の医療費を無料にし、重度障害者等入院時食事代補助制度を復活することです。
　第３に、貧困と格差が拡大している状況下で、被保護世帯への上下水道料金の減免及び入浴援護事業の復
活により、低所得世帯への生活応援を図る。とりわけ、「子どもの貧困」が深刻化する中で、小・中学校の
自然教室の食事代補助、生活保護・就学援助世帯の入学祝金・修学旅行支度金・卒業アルバム代補助、就学
援助世帯への眼鏡支給・社会見学等の実費支給補助を復活するとともに、補助範囲をＰＴＡ会費、生徒会費、
体育実技用具費等にも拡充する。市立定時制高校の夜食代補助を復活することです。
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　第４に、中小企業活性化条例の施行にふさわしく、工場の家賃や機械リース代などの固定費補助制度創設
で中小・零細企業者を直接下支えする。建設業の振興とともに経済波及効果が大きく、市民にも喜ばれる住
宅リフォーム助成事業を創設する。雇用を巡る環境が厳しい中、こうした取組により雇用拡大を図ることです。
　第５に、防災対策の第１の要である旧耐震基準の木造住宅の耐震化促進を図るため、助成対象件数を増や
すことです。
　第６に、国際戦略港湾計画や臨海部の基盤整備等への投資、臨港道路東扇島水江町線及び羽田連絡道路な
ど市民生活にとって必要性が示されない２本の橋の整備、高速川崎縦貫道路など、不要不急の大規模事業を
中止・延期することで、一般会計の市債発行を抑制し、後年度負担の軽減を図ることです。

　組替えの内容ですが、歳入予算として、臨港道路東扇島水江町線整備、東扇島掘込部埋立土地造成事業な
どの国際コンテナ戦略港湾関連事業、羽田連絡道路整備などの臨海部国際戦略拠点整備関連事業、高速川崎
縦貫道路関連事業などの建設中止・延期や、競輪施設等整備事業基金、競輪事業運営基金、港湾整備事業基
金、土地開発基金等の当面使用する予定のない基金からの借入れで約70億円を確保します。
　歳出予算として、提案いたしましたアからニまでの事業に充当するものです。この組み替えによる総事業
費は約90億円、一般財源で約62億円です。市債の発行は約34億円削減できます。
　さまざまな負担増で市民のみなさんの生活が苦しさを増しているなか、こうした市民生活の実態に思いを
寄せる議員各位のご賛同を心から呼びかけ、予算組み替えの提案説明とさせていただきます。

2018年第１回川崎市議会定例会代表討論（３月16日）

予算案の特徴と財政状況について
　新年度一般会計予算案は、市税収入が５年連続で過去最高となり、財政力指数は、政令市トップで、２年
連続、政令市で唯一の普通交付税・不交付団体となっています。財政健全化指標は、すべて基準値を下回っ
ており、極めて優良です。一人当たりの市債残高は、政令市の平均より10万円も低く、借金の負担額が少な
いのが特徴です。減債基金残高は、取崩額、いわゆる返済額よりも100億円積み増しをして2305億円となり、
一人当たりにすると政令市平均の1.8倍に達します。このように、市税収入、財政力指数、財政健全化指標、
市債残高、減債基金残高のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力をもっています。歳出
の特徴としては、社会保障関連経費である扶助費の額は政令市の平均以下と抑えられ、一方、臨海部の不要
不急の大規模事業には174億円も支出するなど、市民に冷たい予算となっています。
　市長は「財政が厳しい」という理由に「196億円の収支不足が出ている」ことと、「減債基金からの借入」
を挙げていました。しかし、これは、減債基金への積立額を減らして対応すれば、収支不足も出ず、借り入
れる必要もないわけです。これのどこが問題なのでしょうか。この方法で対応しても減債基金残高は2109億
円で取崩額の７年分です。収支フレームで収支不足が出ている期間続けても９年後には2520億円、取崩額の
７年分で、何の問題もありません。10年後以降の減債基金の残高を見ても2500億円を下回ることもなく、償
還財源が不足するような事態は起こりえません。「財政が厳しい」という根拠は、何一つないことは明らかです。
　代表質問の質疑で、私たちは、市の減債基金残高が取崩額の７年分もあることを指摘して、「それでも、
なぜ積立ルールを優先するのか」と質問。答弁は、「ルール通り積み立てないと、収支不足が明らかにされず、
財政状況の実態が見えにくくなり」、ひいては財政規律が損なわれ、歳出が増大するからということでした。
まさに作られた収支不足です。その目的は、福祉暮らしの予算を抑制する、行革のためであり、不要不急の
大規模事業の財源確保のためではないでしょうか。
　市民要求を抑えるための見せかけの収支不足を演出する手法は止めるよう強く求めておきます。
小児医療費助成制度について
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　相模原市や横浜市など、通院の助成対象を中学校卒業まで拡大する他都市の動きを紹介し、「通院助成は
小学校６年生までで、１歳から所得制限があり、一部負担金もある」という本市の制度は、首都圏の都市部
でも県内33市町村の中でも最低となり、20政令市の中でも最低レベルという現状認識について、議会答弁で
は市長も否定しませんでした。政令市トップクラスの財政力がありながら、子どもの医療費助成は全国最低
レベルという事態について、市民は納得できません。本市でも、一刻も早く、他都市並みに、中学校卒業ま
で拡大し、通院も入院も所得制限を撤廃することを強く求めておきます。
保育所の待機児童解消について
　定員を昨年より1,896人増やしたものの、入所申請の増加等により、１月26日現在の保留児童数は3,747人
で過去最多となりました。第８希望まで書いてもだめだった等、今年も深刻な声が寄せられました。利用可
能な川崎認定保育園や年度限定型保育園などを利用案内していると答弁がありましたが、いずれもまた来年
度の申請をする可能性は大きく、待機児解消するには保留児に見合う認可保育園の増設が必要となることを
指摘しておきます。新年度の定員増の計画ははじめて２千人超えて2350人ですが、公有地活用型の整備はゼ
ロ、民有地活用型も５園、320人だけで圧倒的に多いのは民間事業者活用型1,350人です。この手法は園庭の
確保の困難性があり応募の手が確実にあがるかは不安定です。「公有地を最大限に活用すべき」の質問に、
子ども未来局長は「今後も立地条件や利便性、周辺の保育需要等を勘案し、利用可能な資源を最大限に活用
するため、保育所整備が可能と思われる公有地について関係局と協議を進める」と答弁されました。是非全
庁あげて公有地を活用した認可保育所の整備を求めます。
少人数学級の拡充について
　既に16政令市が中学校含めて川崎より進んだ少人数学級を実施、仙台市は2018年度に中学１年生から２年
生に、19年度には中学３年生へ35人学級を拡大するとのことです。川崎は各学校の実情により、指導方法工
夫改善定数を学級担任に振り分けて少人数学級を行なっていますが、この研究指定校ではほぼ全校からクラ
スが落ち着いた、こどもの発表する機会が増えたなど効果がみられる報告書が出ています。こどもたちに行
き届いた教育を行なうこと、教師がこどもに向き合う時間を確保すること、不登校児童生徒の解消に向けて、
少人数学級の拡大に踏み出すことを質したことに対し、今議会でも国の義務標準法の改正等を国に強く要望
するとの答弁でした。しかし、学級編成基準、教職員定数の決定権限がすでに政令市にあるのですから、せ
めて、小学３年生と中学１年生の35人以下学級の実現を強く求めておきます。
就学援助について
　条件を満たしているのに「就学援助を利用していない」という世帯が51％にのぼる本市の状況をふまえて
全市民的な制度周知を行うこと、就学援助の認定基準を広げること、生活保護基準の引き下げと連動させず
今就学援助を受けている世帯が引き続き受けられるようにすることを求めました。認定基準と制度周知につ
いては拡充せずこれまでどおりに行うという答弁で、生活保護基準引き下げとの連動については「適切な援
助のあり方を検討する」との答弁でした。
　貧困線が下がり続けているなかで、機械的に生活保護基準に就学援助制度の基準を連動させれば、現在制
度を利用している世帯にとって生活実態はまったく改善していないのに就学援助は受けられなくなるという
実態を招くことになります。大田区の事例に学び、生活保護基準の引き下げに連動させないよう強く求めます。
特別養護老人ホームの増設について
　特別養護老人ホーム入居申込者管理システムについては、複数の申込先の一括申請化の導入などを進める
ことは、わが党が求めてきたものですが、これまでも繰り返し指摘してきたように、3000名を超える待機者、
２年以上の長期間待機している方が53％と半数いる実態が明らかになっています、特養ホームの増設は喫緊
の課題です。先ずは１年以内に入居できる整備計画に見直しすべきです、あらためて求めておきます。
市内中小企業への支援策について
　製造業や建設業の事業所の減少が進み、「事業継続」への支援強化が喫緊の課題となっています。しかし、
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製造業の分野では、「販路開拓事業費補助金」や「産学共同研究開発プロジェクト補助金」の減額など、「事
業継続」に役立つ予算は減らされています。建設業の支援についても新たな充実策はありませんでした。
　そこで、地域経済の活性化策として、他都市で実施されている「住宅リフォーム助成制度」について提案
しました。建設業の役割について、経済労働局長は「インフラ整備・維持の担い手であり、地域の雇用を支
えるなど、重要な役割を担っている」と答弁し、技術の継承が困難になっている現状に対しても「後継者の
育成は、大変重要」と実態の深刻さを認める答弁を行いました。また、「まちの工務店に結びつくのか」など、
市が制度導入の課題としてきた点についても、「対策は可能」と事例を示し見解を求めました。しかし、ま
ともな答弁はなく、市長も「事業者自らが継続的に受注を確保できるよう支援を行う」という従来の答弁の
繰り返しでした。「住宅リフォーム助成制度」は、市内のリフォーム需要を市内事業者に結びつけることで、
地域経済活性化とまちづくりで重要な役割を担う建設業の事業継続と技術継承をもたらすものです。本市で
の実施を改めて求めておきます。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　2018年度予算案では、正規雇用などにつなげるとする事業は、358万円減りました。２年連続減で合計800
万円余の削減です。正規労働者を拡大するための「キャリアサポートかわさき」運営事業業務委託仕様書に
正規雇用としての位置づけがないことから、変更して明確にすることと、本市として正規雇用の目標数を持
つべきと質しましたが、「多様なニーズに応じて求人開拓を行って」いることから、仕様書の変更はしない
とし、正規雇用目標については、「雇用形態に合わせた多様な働き方の促進を図」り、「総合的な就業支援」
を行っているから、正規雇用の目標はもたないという答弁でした。「キャリアサポートかわさき」において
正規雇用を基本とするなら、せめて仕様書に正規雇用を位置づけるように内容を変更し、本市として正規雇
用の目標数を明確にすべきことを求めておきます。
　また、この４月からの無期雇用者に該当する求人開拓員の対応について質しましたが、制度について様々
な周知に努めているとの答弁でした。市の事業として実施する以上、専門性継続性をもつ要となる求人開拓
員の雇用契約について踏み込んだ対応をすべきであることを指摘しておきます。
東芝のリストラへの対応について
　本市に本社がある東芝デジタルソリューションズで300名、インフラシステムズとエネルギーシステムズ
社で各50名、合わせて400名のリストラを今月末までを期限に進めています。今まさに、リストラ対象者に
対し個別面談が行われており、転職先として派遣会社を紹介するなどの退職勧奨が行われています。リスト
ラ業務を担わされている部長たちが頻繁に会議を行い「退職勧奨を行う直属の上司は、安易な姿勢では使命
を果たせない。目的達成への強い決意が必要」とリストラ人数の目標達成に駆り立てられ、担当の上司も良
心を捨てざるを得ない状況に追い込まれているといいます。　
　長年に渡り会社に尽くしてきた53才、50才の社員を首切り同然に退職を迫る非情なやり方は社会的にも許
されるものではありません。私たちは、市長は雇用対策本部を設置できる権限を行使し、働く人たちの権利・
尊厳を守るよう対応を求めてきましたが、市長は「国等の権限や責任のある機関が、適切な措置を講ずるべ
きもの」というだけで、この事態の認識、働く人たちに寄り添う姿勢を欠いた答弁でした。今すぐにでも、
権限を行使して雇用対策本部を設置するよう求めます。
臨海部ビジョンについて
　臨海部国際戦略本部の予算は、前年度比41.7％増の８億6987万３千円が計上され、そのなかで臨海部ビジョ
ンに位置付けたリーディングプロジェクトの各取り組みを推進することとしています。その一環で、交通ネッ
トワークの形成推進として、川崎アプローチ線等の具体化に向けた取り組みと戦略拠点の形成推進として南
渡田周辺地区における新産業創出拠点の形成に向けた土地利用の検討を進めるとしています。
　2016年７月に行われた国の交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会において、収支採算性に課題があるた
め、関係地方公共団体等において採算性の確保が必要な需要の創出につながる沿線開発の取り組みを進めた
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上での事業計画の検討に期待しています。しかし、需要創出のための沿線開発には、莫大な投資が必要で、
不用な赤字路線整備のためにさらに莫大な投資を行うなどというのは本末転倒です。
　そもそも整備する理由は、大企業の要求をまとめた「臨海部ビジョン」に位置付けたからということでした。
　そのために、竣工からまだ４年しか経っていない「ふれあいプラザ川崎」や既存住民を立ち退かせても、
何が何でも事業化を具体化するというのは異常です。また、南渡田地区における拠点形成については、キン
グスカイフロントに続く臨海部の機能転換をけん引する新たな戦略拠点と位置づけ、キングスカイフロント
で川崎市が約3.8haもの土地を約70億円かけて取得した手法を用いることも否定しませんでした。
　市民には、偽りの収支不足で財政が厳しいと見せかけながら、臨海部企業の求めには、例え事業採算が取
れなくても新たな鉄道を整備する。川崎市が土地を取得してでも何が何でも推進する。このような異常なや
り方は、中止すべきです。強く指摘しておきます。
議案第２号　川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
　わが党は、より深刻なプライバシー侵害や犯罪を招く恐れのあるマイナンバー制度導入に反対してきまし
た。本議案はマイナンバー制度の利用を拡大するもので賛成できません。
議案第３号　川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について
　市職員の定数を56人削減するという議案です。わが党は、昨年の３月議会で、市職員の長時間労働と健康
破壊の問題を取り上げ、2015年度、残業が年1000時間を超えて働いた職員が28人、「過労死ライン」とされ
る月80時間以上残業した職員が528人、５年間の長期療養者のうちメンタルヘルス不調が728人も出ているこ
とを明らかにしました。10年間で人口が15万人増える中で市職員を1500人以上削減してきたことが大きな原
因であることを指摘して、必要な市職員の増員を求めてきました。市の人口が増える中では、市職員を増や
すことこそ必要ですので、反対です。
議案第５号　川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、児童養護施設の入所者への学習や進学の支援を行うために競輪競馬の収益金や寄附金からな
る基金を設置するものです。どんな環境に生まれ育ったかに関わらず、すべての子どもに対し健康で文化的
に生活し、学び発達できるように条件を整えることは、国・地方自治体の役割です。児童養護施設の子ども
たちには退所後も含めて手厚い支援が必要不可欠です。しかし高校卒業者が進学する割合は、全体では71％
ですが、児童養護施設の子どもたちの場合は27％と大きな差があるのが現状で、この学びの場につく条件の
格差を、市自身の制度や事業によって解消することこそが喫緊の課題です。
　手厚く教育を受ける権利を保障されるべき児童養護施設の子どもたちに対する学習・進学等を支援する事
業は、市が公的責任として直接行うべきであり、競輪・競馬事業の収益金や寄付による基金に頼るべきでは
ありません。この立場からこの議案には賛成できません。
議案第11号　川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
　国保事業を都道府県と市町村が共同で運営する事業としたのは、都道府県から市町村に、給付費抑制、収
納率向上、法定外繰入解消を指導させるというのが制度導入の狙いです。今回の国保条例の一部改正は、国
保制度の仕組みを改変する最初の条例改正であり、高すぎる保険料など国保制度の持つ構造的な矛盾解決に
は程遠いものです。以上のことから、議案には賛成できません。
　ただし、国民健康保険事業特別会計については、2018年度も17年度と同額の法定外繰入をして、保険料の
上昇を抑えたいと表明しています。６月に保険料が決定されますが、必ず実行されることを求めておきます。
激変緩和措置については、国はこれをやめるようにとは言っていないと答弁されました。川崎市は独自の努
力で保険料の引き上げは極力抑えていただきたい、このことを要望し、議案第55号国民健康保険事業特別会
計予算には賛成します。
議案第13号　川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
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　介護保険制度のいまの仕組み上、３年ごとの見直しによって必ず上昇するのが保険料です。川崎では介護
保険準備基金のほとんど47.5億円を取り崩し繰り入れた結果、基準額で285円の値上げでした。すでに値上
がり前から高齢者をとりまく状況は、年金額の減少で可処分所得が下がり、圧倒的多くの高齢者にとって保
険料の負担は重いものになっていたことは、川崎市が行ったアンケート結果からも明白でした。保険料の値
上げを抑えるために、あらゆる努力をすること、すでに全国10の自治体で実施している一般会計からの繰り
入れをしてでも保険料のこれ以上の値上げはやめるべきです。そのことから議案には賛成できません。
　さらに国からの公費負担は25％ですが、うち５％分は調整交付金で、川崎には実質22.7％しか交付されて
いません。介護保険料はもう限界にきています。さらに、公費負担を手厚くしなければ、介護保険は崩壊し
ます。公費負担の増額を国に要望することを要望いたします。さらに川崎市独自の介護保険料、利用料の減
免制度を拡充することも要望しておきます。
議案33号　港湾施設の指定管理者の指定について
　この議案は、コンテナターミナルの運営を横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事業体に行はさせる
ものです。横浜川崎国際港湾株式会社は、2016年１月に設立され、同年３月に京浜港における港湾運営会社
の指定を国から受けました。この会社の設立には、国・横浜市・川崎市が出資し、本市は4500万円の出資金
を出しています。わが党は、すでに、川崎臨港倉庫埠頭株式会社が指定管理を行っており、出資金を出し、
経営統合する必要はないと出資と会社設立に反対してきました。港湾施設の指定管理者指定についても反対
した経過からも、本議案には反対するものです。
議案第39号平成30年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算について
　高齢者に差別医療を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、賛成できません。
議案第59号川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について
　介護療養病床の受け皿として、創設されるとしています。介護医療院は生活の場であり、看取り、ターミ
ナルケアの場であるとして、２つの施設類型が示されています。
　介護療養病床の医療水準は維持するとしながら２型は、人員配置は老健施設と同様と聞きます。医師は利
用者100人に対して１人、しかし当直は不要で、１型は併設病院との兼任も可としています。
　床面積は療養病床は１人当たり6.4㎡以上ですが、介護医療院は８㎡以上と若干広くなるが、療養病床か
らの転換なら、基準は緩和するといいます。厚生労働省は、介護医療院を「地域医療構想」により削減され
る病床の受け皿とすることを国会の質疑でも認めています。介護療養病床の入院している人の８割以上が退
院できない、と厚労省のアンケートに回答していると聞きます。
　基本的には介護保険でまかなう介護医療院です。医療を必要とする高齢者の安上りの受け皿になってはな
らない、と思います。さらに生活の場として長期滞在は可能なのか、今後決まる介護報酬にもよりますが、早々
に退院を迫られるのではないか、という懸念も払しょくできません。よって、この議案には賛成できません。
議案第63号　川崎市指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について
　この議案は、共生型サービスの導入に関するものです。共生型サービスは障がい者と高齢者への支援を同
一事業所で、行うもので、介護保険優先の原則を堅持するものとされました。障がい者が65歳以上になって
も、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくするという観点や、福祉に携わる人材に限りあるな
かで、地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、介護
保険又は障がい福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくするため
に共生型指定障がい福祉サービスや指定通所支援について基準を定めるとしています。
　すでに高齢者事業所では、障がい者の受け入れは行われていますが、生活介護では、介護認定を受けて、
介護保険でのサービスを受けます。いままで受けていたサービスのうち、介護保険で不足する部分は障がい
者施策で補って、サービスそのものは維持できますが、利用者は介護保険部分には一割負担が発生していま
す。今回、１割負担分について、償還払いが導入されますが、４つの基準をすべてクリアしなければなりま
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せん。福祉に携わる人材に限りがあるなかで、というのも不安があります。
　結局、介護保険優先原則による共生型サービスは、高齢障がい者のサービスの打ち切り、縮小、定率負担
を課せられるなど、高齢障がい者の生活や生存を脅かすものになる危惧を抱かざるを得ません。障がい福祉
を介護保険を基本とする制度に統合する動きもくすぶっています。そういうことも含む国の法律による省令
改正であり、この議案には賛成できません。
　また、同時に共生型サービスに係わる、議案第67号川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について　議案第71号川崎市指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について　議案第72号川崎
市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定
について　及び議案第77号川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定予防介護
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついても賛成できません。
　以上の立場と予算組み替えとの関係から日本共産党は、議案第２号、議案第３号、議案第５号、議案第11
号、議案第13号、議案第33号、議案第34号、議案第35号、議案第39号、議案第41号、議案第42号、議案第46
号、議案第49号、議案第50号、議案第59号、議案第63号、議案第67号、議案第71号、議案第72号、議案第77
号に反対し、その他の議案、報告、請願については賛成及び同意することを表明して討論を終わります。
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2018年第２回川崎市議会定例会代表質問（６月14日）

　私は、日本共産党を代表して2018年第２回定例会に提案された諸議案、ならびに市政一般について質問を
行います。
　歴史上はじめて米朝会談が行なわれ、「朝鮮半島の完全な非核化」「北朝鮮に対する安全の保証の提供」を
米朝が相互に約束する共同声明に署名。朝鮮半島における永続的な平和体制の構築に向けて協力する「新し
い米朝関係」を確立すると表明しました。日本共産党は、北朝鮮問題の「対話による平和的解決」を一貫し
て主張し、４月上旬には関係各国に要請文書も送りました。この歴史的な米朝首脳会談と合意を心から歓迎
するものです。非核化と平和体制構築を実現するためには、米朝両国の努力とともに、関係各国、国際社会
の協調した取り組みが必要です。とりわけ、日本政府が日朝平壌宣言にもとづき、核・ミサイル、拉致、過
去の清算など両国間の諸懸案を包括的に解決し、国交正常化のための努力をはかり、開始された平和のプロ
セスを促進する役割を果たすことを強く求めるものです。
　こうした情勢のもと、民族差別を助長するヘイトスピーチ根絶に向けた取り組みは日本、本市にとっても
喫緊の課題です。ところが、差別的言動を繰り返していると指摘されている団体による講演会が教育文化会
館で６月３日に予定されていた件について、川崎市が当日の午前・午後の時間、同会館の諸室を確保して、
市民が希望しても利用できない状態にしました。市は後日こうした対応の誤りを認めましたが、公の施設を
利用する市民の権利を制限する対応が行われたことについて、市は猛省し、二度とこうしたことがないよう
検証し、今後対応するよう厳しく求めるものです。
最初に市長の政治姿勢について
安倍政権の「働き方改革」について
　政府・与党は、「働き方改革」一括法案を衆議院で強行採決しました。データねつ造などで法案提出の根
拠が総崩れし、過労死促進の危険な中身も浮き彫りになる中での暴挙です。「審議の出発点」となった労働
時間データは、異常値が２割にものぼり、さらに同一の調査票を二重に集計するなどデータねつ造疑惑は底
なしで、問題は放置されたままです。
　法案は、わずかな審議の間にも欠陥が噴出しています。「高度プロフェッショナル制度」は、長時間労働
に歯止めがなく、労働者の裁量を与える規定もないため、業務命令を拒否できません。１日24時間労働を48
日間連続して働かせることも可能になるなど、まさに「過労死促進法」です。労働時間も使用者に把握義務
がなくなるため、過労死の疑いがあっても労災認定は困難となります。年収要件も下がることが予想される
など、法案は「異次元の危険性」をもっています。過労死遺族と弁護士らは「働きすぎで家族を亡くす地獄
のような苦しみをだれにもさせたくない」として制度の導入に反対する声明を発表しています。
　残業時間の「上限規制」は単月100時間、平均80時間という「過労死ライン」にお墨付きを与えるものです。
法案には「同一労働同一賃金」の文言もなく、パートの方が正社員と同等になるケースは1.5％とごくわず
かであり、有期雇用と正社員との格差は放置され、派遣労働者も正社員と同等に扱われる人は限られるなど、
非正規労働者と正社員との格差は縮まりません。このように「働き方改革」一括法案は、データのねつ造、
過労死を促進する危険な中身など、どれをとっても異常です。世論調査でも今国会成立は「必要がない」が
68.4％と多数です。法案は、白紙撤回し、廃案にすべきです。市民の雇用や生活を守る責任がある市長とし
て、高度プロフェッショナル制度など法案の中身についてどのように考えているのか、見解を伺います。
「かわさき家庭と地域の日」の試行実施について
　学校教育法施行令等の改正に伴い、体育の日を含む３連休後の10月９日を「かわさき家庭と地域の日」と
名付け「秋季休業日」に試行設定することについてです。改正の趣旨は、保護者の有給休暇の取得を促進す
ることと合わせて、児童生徒と保護者が共に体験的な学習活動などに参加する休業日を設定するとしていま
す。行政が、親子が体験的な学習活動に参加するためにわざわざ休業日を設定してまで行なうというのは、
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国が家庭教育支援の基本方針を定め、地方公共団体が参酌した基本方針を定め、家庭教育に介入することを
目的とする「家庭教育支援法案」の先取りではないかと考えます。個人と家庭の判断に踏み込むべきではな
いと考えますが市長に伺います。
性自認と性的指向にかかわる施策について
　同性パートナーシップ制度は現在７自治体が導入し、大阪市も検討しています。「多様性は未来」と強調
してきた本市こそ、「人生を共にするパートナーとの関係を大事にしたい」という思いを正面から受け止め、
同性パートナーシップ宣誓制度の導入に踏み出すべきではないでしょうか。市長に伺います。「支援宣言」
をあげて、性自認、性的指向に関わる施策を進める自治体が広がっています。滋賀県大津市は、市長自ら「お
おつレインボー宣言」を起案し、憲法の法の下の平等にふれながら「性的指向や性自認は人それぞれ違う。
差別や偏見をなくす」と高らかに訴えています。市長が先頭に立ち「宣言」をあげてこそ、本格的に性自認
と性的指向にかかわらず人権を保障するとともに、偏見をなくし理解をすすめる取組みが広がるのではない
でしょうか。市長に伺います。
子育て支援策について
小児医療費助成制度について
　まず、通院の所得制限についてです。
　我が党議員団は今年４月、中学生までの医療費、第２子以降の保育料や市営施設の利用料などを、すべて
所得制限なしで無料化している兵庫県明石市を視察しました。新聞のインタビューで明石市長は、「所得制
限は親を問うていることになります。子どもを親の持ち物のようにとらえ、親の所得によって子どもを勝ち
組と負け組に二分するようなものです。子ども全員を対象に低所得者層だけでなく中間層の子や孫にも恩恵
が及ぶようにした方が、納税者として市の財政の支え手にもなっている中間層に理解が得やすくなるのは明
らかです」と語っています。所信表明で福田市長は「経済的・精神的な負担が大きい子どもの入院医療費」
の助成について、来年１月を目途に所得制限の廃止に向けて取り組みを進めると述べました。子どもが入院
するほどの病気やケガをする時は、その前後の外来通院も多くなるのは当然で、子どもと寄り添うのは入院
中だけではありません。入院に至るような重症化を防ぐためにも、外来通院で早期発見・早期治療をすすめ
ることが重要です。入院医療費助成の所得制限の廃止と同時に、通院助成の所得制限も廃止すべきです。市
長に伺います。
　次に、通院の助成対象年齢についてです。
　いよいよ相模原市は今年10月から、横浜市は来年４月から、中学校卒業まで拡充する予定です。このまま
では、首都圏さらには県内の政令市で「小学校６年まで」にとどまるのは本市だけになります。本市も、遅
くとも横浜市と同時期に中学校卒業まで拡充することを今こそ決断すべきです。市長に伺います。
保育所の待機児解消について
　「４月１日現在の保育所等利用申請・待機状況」によると、認可保育所に利用申請する人は、私たちが指
摘してきたとおり就学前児童の約４割を占め、初めて３万人を超えました。そのうち入所できなかった保留
児童は2,960人といずれも過去最多となり、待機児童は新定義により18名となりました。
　2018年度から３年間の「子ども・若者の未来応援プラン」における2018年の保育所・認定こども園の確保
方策の計画に対し、実際の利用申請数をみると、ゼロ歳児2,144人に対し利用申請が3,047人と903人上回り、
１～２歳児についても10,101人に対し利用申請12,579人と2,478人も上回りました。保育所・認定子ども園
の確保方策を実態に見合うよう見直すべきと考えますが伺います。
　今後の保育所整備計画です。今年度中の整備計画2,011人中、認可保育所は1,840人ですが、その内訳は、
公有地活用型の整備はゼロにたいし、民間事業者活用型の整備は1,350人で73％も占めています。私たちは、
この手法は園庭の確保が困難であることから、公有地活用型、民有地活用型にもっと重点を置くべきと主張
してきました。局長は先の３月議会でわが党の、全庁あげて公有地活用を求めた質問に対し「利用可能な資
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源を最大限に活用するため、保育所整備が可能と思われる公有地について関係局と協議を進める」と答弁し
ました。関係局との協議状況について伺います。具体的に八丁畷駅周辺の市有地について伺います。市営住
宅建替えや仮設園舎跡地を活用した整備を引続き促進すべきです、伺います。国は、潜在的な保育ニーズに
も対応するとした「子育て安心プラン」のなかで、「民有地マッチング事業」を活用し、積極的な保育の受
け皿確保に向けた取組みを進めるよう求めています。従前からわが党は「民有地マッチング事業」を提案し、
幾つか整備された経緯はありましたが、今後もっと積極的に推進すべきと考えますが伺います。
　「量の確保」とともに「質の確保」は重要な課題です。多様な運営主体による保育施設の大幅な増大とともに、
保育従事者も年々増加していることから、新たな公立保育所を拠点として人材育成を進めており、公開・交
流保育をはじめ様々な取組みを行っています。また園庭やプールの開放、育児相談など地域の子育て支援も
担っています。新たな公立保育所にこうした役割や機能をになう保育士などを増員配置すべきです。伺います。
老朽化に伴う新たな公立保育所の建替えの際は、地域交流スペースや人材育成等を担うスペース、医療的ケ
ア児の受入れ室の確保は必須と思いますが伺います。新たな公立保育所21園中４園の建替えのスケジュール
は示されていますがその他の17園についても計画的に建替え計画を示すべきですが見解と対応を伺います。
教育をめぐる環境改善について
小学校給食の無償化について
　小学校の給食費は、新年度から１食40円値上げされ、年間４万9500円、６年間では29万７千円にもなりま
す。中学校でも完全給食の実施により、３年間で新たに12万8064円も増えます。子どもが２人,3人いる家庭
では大変な負担です。
　あるお母さんのこんな訴えを聞きました。「うちの子が給食時間になると保健室に行っていることがわかっ
た。父親がリストラで無収入になり、給食費を滞納しているのを子ども心に負い目に思ってのことだと思う。
明るく振舞っているがどんなに辛いか、不憫でならない」。格差と貧困がすすむもとで学校給食費の滞納が社
会問題になっていますが、給食費を滞納しないようにと、親は必死の思いをしています。義務教育を受ける
のに、こんなにお金を徴収されるのは全くおかしなことです。だからこそ、全国で学校給食の無償化・補助
している自治体が増え、全額補助が83市区町村、一部補助を合わせると、437市区町村に広がっているのです。
　群馬県ではこの４月から、小中学校の給食費を完全無料化する市町村が９自治体に、一部無料化あるいは
助成を行う市町村は13自治体にと増えています。無料化を行った嬬恋村の村長は、「義務教育はこれを無償
とすると憲法がうたっている。村の教育を憲法の理念に近づけたかった」と語っています。みどり市は、「食
育の教材となる給食の食材費を公費で賄うことにより、生涯を通じて食育に取り組める環境を目指す」とい
います。住民からは「母子家庭のお母さんがバイトを一つ減らして子供と触れ合う時間が持てるようになっ
た」などの声があるとのことです。
　「義務教育は無償」の憲法理念、食育の充実、子育て支援など、親の経済的負担軽減の有効策とする無償
自治体の広がりを受けて、文部科学省も初めて全市区町村を対象にした「学校給食費無償化調査」を行って
います。保護者負担を軽減し、すべての子どもたちが学校給食を食べることができるよう、本市でも小学校
給食の無償化に踏み出すべきです。伺います。
教職員の働き方について
　「教職員の勤務実態調査」の速報では、中学校の１週間あたりの学内勤務時間は教諭が63時間54分、総括教
諭が58時間51分、平均で週61時間です。１日８時間、週40時間労働を前提にすると、週60時間はつまり週20
時間の残業となり、「過労死ライン」である月80時間の残業に相当します。この「過労死ライン」で働く中学
校教諭が55％に及ぶ実態も委員会で明らかになりました。休憩時間については「ほとんどとれない」「どちら
かといえばとれない」との回答が合わせて93.3％です。休日出勤が月に３日以上の中学校教員は75.5％、月
に７日以上という先生は25％にのぼります。このような実態をどう受け止めているのか、教育長に伺います。
　こうした勤務実態に対する具体的な取組として、当面川崎市が行うのは事務支援員３人の配置、部活動支
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援員３人の配置、就学援助事務のシステム化、校外研修の整理の４項目です。横浜市がこの３月に策定した
「教職員の働き方改革プラン」では、時間外勤務月80時間超の教職員をゼロにすることなどを目標として、
今年度からその達成をめざして取組みをはじめています。本市も「過労死ライン」ゼロなど明確な達成目標
を設定して労働環境の改善に取り組むべきですが、教育長に伺います。
　学校給食費の公会計化については、先行して実施する自治体も多いのですから文科省のガイドライン待ち
にせず、実施すべきです。伺います。
　教職員の定数内欠員について、市長選挙の際に市長は「最優先課題として定数の確保に全力をあげる」と
述べておられました。しかし定数内欠員は今年５月１日現在で341人、前年度から24人減っただけであり、
臨時的任用教職員のみなさんの奮闘で教育現場が担われている実態は変わりません。2019年度に解消を図る
よう手立てをとるべきです。市長に伺います。勤務実態を改める根本の対策は教員を増やすことです。県か
ら政令市に権限が移り、市の判断で教職員定数を決められるのですから、せめて過労死ラインを下回る勤務
時間となるように教職員定数を増やすべきです。市長に伺います。
障がい者施策について
　本市には、中原区井田に、体育館、グラウンド、プールを備えた障がい者のスポーツ施設があります。2008
年の「川崎市リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画書」では、この施設を改修し、「障害
者のスポーツ・レクリエーション振興の中核施設」「障がい者スポーツの競技会場」「健康づくりの拠点」「市
民相互の交流促進の拠点」という４つの主な機能をもつ「障がい者専用スポーツ施設の整備を行う」と明記し
ました。しかし、昨年の第４回定例会でわが党の障がい者専用のスポーツ施設の整備を求めた代表質問に対し、
「既存のスポーツ施設を有効活用する」との答弁に終始しました。当初計画より大きく後退したと言わざるを
得ません。2008年の再編整備基本計画策定から10年たちますが、いまだに「引き続き検討する」ということに
なっています。検討状況を健康福祉局長に伺います。当初計画で述べている、４つの主な機能は、今こそ求め
られる大変重要な機能であり、そのことをしっかり含んだ検討を行なうべきですが健康福祉局長に伺います。
　今年３月策定された「かわさきパラムーブメント第２期推進ビジョン」の素案に対するパブリックコメン
トで「障害者はすべての人といっしょにスポーツ・運動に親しむことはできないので、専用のスポーツ施設
が必要」という意見が寄せられました。
　先日、文教委員会で京都の障害者スポーツセンターを視察しました。この施設は、様々な障がいの特性に
しっかり配慮されており、安心して利用できるようになっているとともに、障害のある人とその介助者、登
録ボランティアは無料で利用できます。指導者の養成にも力を入れ、パラリンピックの選手も輩出している
とのことです。この施設は健常者も利用できますが、混雑する場合は障害のある人が優先されることが市民
の間に浸透しているとのことです。
　障害のある方がだれでもスポーツに親しむためには、障がい特性に対応した適切な施設が必要です。それ
があって初めて障がいのない人とも一緒に楽しむことができ、市民相互の交流促進の拠点になると考えます
が見解を伺います。障がい者専用のスポーツセンターを整備すべきですが、市長に伺います。
高齢者施策について
介護保険に関連して
　要介護認定に係わる認定審査会の簡素化について
　今年４月１日以降の要介護認定制度等についての改正では簡素化要件の６項目すべてに該当する者にとっ
て認定審査会を経ず１次判定で可能とするとしました。要件該当のコンピューター判定で二次判定の要介護
一致率が高いことで簡素化の妥当性を主張していますが、コンピューター判定だけでなく、認定調査委員、
主治医の意見などをもとに審査委員の合議制による審議をしている現状からすると簡素化によって認知症の
人の要介護状態がいままで以上に正しく反映できなくなる可能性が指摘されてきました。川崎市では簡素化
することなく、引き続きこれまで通りの認定審査を実施すべきと思いますが、伺います。
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総合事業について
　実施されて３目になりますが、サービス提供をする事業所が指定をとりさげ、または更新しないところが
あると聞きますが、その件数と理由について伺います。
特別養護老人ホームの整備について
　2018年４月１日現在の特養ホーム申請者（入居待機者）数は、3,551人と依然として多数の方が待機して
います。昨年10月との比較で要介護４以上の方が1,674人で61人増、そのなかで「なるべく早く入居したい」
が1,357人と52人増です。重度の方もなかなか入居できない、この異常な事態を打開するための対策を緊急
にとるべきです。ところが、「かわさきいきいき長寿プラン」７期整備計画では、今後３年間で僅か590床の
増設です。しかも、６期計画で示した整備数より80床も後退しています。これまでも指摘してきましたが、
横浜市では１年も待たせている現状があるからとして整備数を年300床から600床に倍増するとしています。
整備数の抜本的な拡大が必要です、計画の見直しを求めます、伺います。
川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置についての報告に関連して
　今回の南部地域療育センターにおける退職者押印で給付金を不正請求した件は、昨年の柿生学園男性事務
職員による不正経理の件に続く、不祥事でした。障がい者の施設でこのような不祥事が起きたことは残念で
なりません。まず、南部地域療育センターに通っている利用者の方が不安にならないように事業の継続と職
員の体制含めて万全を期すべきですが、伺います。
　双方とも運営をしていたのは、社会福祉法人・市社会福祉事業団です。同事業団は、川崎市の第三セクター
から2011年に民間に移行しましたが、法人理事長は代々、川崎市のOB職員が着任されています。
　今回の南部療育センターにおける不祥事については、法人において検証委員会を設置するなど検証を踏ま
えた今後の再発防止や改善に向けた報告書を８月末までに提出させることなどを指示する勧告を行う、との
報告がありました。外部委員を入れていますが、しっかりとした検証が行われることを強く要望します。
２件の不祥事に関して伺いますが、毎月開催される法人の管理職会議では当該施設からは報告されていたと
聞きます。法人の上層部は不祥事の内容を承知していたにも関らず、市への報告や届出等の適切な指導は行っ
ていたのでしょうか。
　柿生学園の不祥事では、内部告発で発覚し、横領について事業団が市に最初に連絡したのは９月初旬で正
式な報告書は10月24日までずれ込んだと報道されています。さらに当時の理事長は「市に報告すべきだとの
理解が欠けてしまった」とも報道されました。前理事長は川崎市の健康福祉局長を歴任した方でした。あま
りの事態認識の欠如に唖然としました。まさに事業団そのものに体質的な問題があるのではないか、事業団
は1,000人もの職員を有し、多くのプロパーの養成も行い、市内で39もの障がい者、高齢者、保育園などの
施設運営を担っています。川崎市の福祉の質にも大きな影響を与えるものです。さらに、多くの公的資金収
入があり、高い公平性や公共性が求められています。その意味でも川崎市の責任は重大といわなければなり
ません。この間、川崎市は社会福祉事業団にどのような指導を行なってきたのでしょうか、伺います。
商店街振興について
　2013年度から2017年度の５年間の商店街数の推移は、全市で234団体が、211団体に23団体も減少しています。
高齢者・障がい者などが歩いて買い物ができる距離にある商店街がなくなることは、重大な問題です。これ
以上の減少を食い止めなければなりません。横浜市では、昨年度から空き店舗の改修費の３分の２、補助限
度額200万円まで助成する制度を実施しています。川崎市は、３年前からそれまでの家賃助成制度を止めて、
空き店舗に自ら出店した特色のあるお店に対して表彰する制度を実施していますが、横浜市のような空き店
舗の活用を促し、これ以上の商店街の減少を食い止める実効性ある対策を講じるべきと思いますが、伺います。
店舗リニューアル助成について
　店舗リニューアル助成が107自治体に広がり、高崎市の「まちなか商店リニューアル助成事業」は費用の
２分の１、最大100万円を限度に２回までの助成を行う制度です。工事の施工者は市内の事業者に限るとこ
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ろは住宅リフォーム助成制度と同様です。高崎市では、毎年３億円程度予算を組み、１ヵ月で締切となるほ
ど、利用の多い事業となっています。担当職員の方は、「2013年度からはじめた事業ですが、事業開始に当たっ
て全年の７月から９月まで３ヵ月をかけ、市内300もの商店から聞き取りを行い、『跡取りがいない』『改装
したくても資金がない』など、悩みを聞くうちに『補助制度があればリニューアルしますか？』と問いかけ、
その声が多く寄せられたことから、制度を創設した」と話されていました。本市でも、市内商店の意向調査
を行うことも含め、「店舗リニューアル制度」の検討を行うべきと思いますが、伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　中小企業の人材確保にむけた取り組みとして、「キャリアサポートかわさき」において６月から「正社員
等転換相談窓口」を開設するとのことです。正社員等を目指す有期契約労働者の方や、有期契約労働者の正
社員転換・無期労働契約転換に取り組む企業を支援するためとのことですが、市内で対象となる労働者と企
業の数を把握しているのか。伺います。窓口体制をどう強化されるのか、伺います。
　市内中小企業を支援して正規雇用の拡大につなげていく事業については、自治体が奨学金の返済に助成し
て支援する制度の事例をいくつかあげてきました。
　2017年の９月議会では、兵庫県の「中小企業奨学金返済支援制度」についてとりあげ、この４月に兵庫県
で話を伺いました。この制度は、中小企業の人材確保や県内就職定着を図るため、若手社員に対する奨学金
返済負担軽減を実施している中小企業への補助を行うもので、補助額は、県と企業が各３分の１を負担し、
上限額は年６万円です。中小企業や若手社員から大変喜ばれ、導入した2016年度実績は５社８人でしたが、
2017年度が47社162人と企業で９倍、従業員で20倍と実績をあげたことから、2018年度は予算を1500万円増
の8400万円に引き上げ、1500人分を計上しました。さらに、補助期間を３年から５年に延長しました。導入
した企業は、29人以下の小規模企業が３割をしめ、製造業や美容業、旅館業など幅広い業種で活用している
のが特徴です。中小企業が補助金を負担してでも、この制度を利用していることは注目すべきです。川崎市
内の工業会役員に、この制度について説明すると「支援期間の５年間は定着する。学卒者を確保できるのも
良い」と、実施を歓迎する声が寄せられました。人材確保に力を注ぐ自治体が広がる中、中小企業の独自の
努力に依拠するだけでなく、本市においても奨学金返済支援事業を立ち上げ、正規雇用として定着できる制
度をいよいよ実施すべきです。伺います。
市内大企業のリストラ対応について
　大企業が労働者に犠牲を強いる大リストラに対し、働く者の権利・尊厳と地域経済を守る立場で、繰り返
し市長の権限で「雇用対策本部」の設置を求めてきました。
先の議会で取り上げた東芝のグループ３社のリストラで市経済労働局の調査では、今年４月までにデジタル
ソリューションズ社で234人、インフラシステムズ社67人、エネルギーシステムズ社で17人と合わせて318人
が離職したとのことです。雇用対策法は第４条で事業規模の縮小等の際の失業予防、離職を余儀なくされる
労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策の充実を求めています。また、第五条で「地方公共団体
は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければな
らない」としています。今回のデジタルソリューションズ社は派遣会社と契約しているとも伝えられていま
す。派遣会社に出向させ、１年後に転籍、転籍後は派遣会社から契約解除され雇用継続が保証されないなど
があるとのことです、こうした手口は雇用対策法に抵触する違反行為です。雇用対策法に基づき東芝のリス
トラに対し本市の責任としてどのような行動を取られたのか、離職した労働者の再就職先の情報などは掴ん
でいるのか、併せて伺います。318人もの離職者を出しているのですから、これは「大量雇用変動届」が出
されているケースです。今からでも雇用対策本部を設置すべきです、市長に伺います。
　NECは今年１月30日、今年度中に国内で3000人のリストラを発表しました。売上高、営業利益を増やす
中での黒字リストラです。８万人の社員の45歳以上の２万人を対象に７月から退職勧奨を行う計画です。２
万人の中で3,000人ですから45歳以上の７人に１人に当ります、市内に１万５～6,000人、国内最大規模の玉
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川事業所があり、影響は避けられないと考えます。
　NECのリストラについて、神奈川労働局と情報交換されているのか、その内容について伺います。情報
把握後の対応をどのように考えているのか、経済労働局長に伺います。東芝で起きているような労働者を犠
牲したリストラを繰り返させないために、本市は今度こそ労働者の雇用・生活と地域経済を守る立場で雇用
対策本部を設置し責務を果たすべきです、市長に伺います。
市職員の労働環境について
　わが党は、昨年３月議会で、市職員の長時間労働の実態を取り上げ、職員の増員を求めてきました。その
後、市は、「働き方・仕事の進め方改革」を策定して１年たち、市長は今定例会の提案説明で「昨年度の職
員の時間外勤務の状況は、前年度に比べて１割程度、年間平均時間数が減少するなど、効果が見えてきたと
ころ」と述べましたが、実際、労働環境は改善されたのでしょうか。
　2017年度の市職員の長時間労働の実態は、いまだ深刻です。年480時間を超えた職員は307人、過労死ライ
ン月80時間を超えた職員は372人、年1000時間を超えた職員は５人もいます。本来、36協定では、時間外・
休日勤務の限度時間は年360時間で、「予見できない臨時または緊急の業務が集中」する場合でも年480時間
です。これを超え、さらに過労死ライン、年1000時間を超えて働かされている職員がまだいること自体、大
問題です。多摩区役所・保健福祉センター、上下水道局・第２、第３配水工事事務所、交通局塩浜営業所は、
17年度に労働基準監督署から勧告を受けています。また、長期療養者数やメンタルによる長期療養者数は、
15年度より逆に増えており、復職の相談を除いた職員保健相談室への相談件数は、15年度の２倍以上になっ
ているなど、長時間労働が職員の健康状態にも影響を与えていることがわかります。このような長時間労働、
長期療養者の実態をどう考えるのか、市長に伺います。
　川崎市の人口は、この10年間で14万人増えているのに、逆に職員は約1200人減らしました。この長時間労
働の最大の原因は、必要以上のリストラにより職員を減らしすぎた結果です。職員が足りないという認識は
あるのか、市長に伺います。市は「働き方・仕事の進め方改革」で、36協定の遵守と年480時間超の時間外
勤務を行った職場への調査、改善を行うとしていますが、それらの職場の職員は増員されたのか、特に労働
基準監督署から勧告を受けた多摩区役所の保健福祉センター、残業時間が年1000時間超の職員がいる総務企
画局、健康福祉局は増員したのか伺います。
武蔵小杉のまちづくりについて
　武蔵小杉のまちづくりの問題は、昨年末のＴＢＳテレビの「噂の東京マガジン」の報道に続き、NHKテレビ
「ネタドリ」で、日経新聞で、さらにフジテレビなどマスコミから地元の取材がなされ頻繁に報道されています。
　NHKの報道番組では、視聴者の声として、人口減少時代に、増やし続けていいのか、タワーマンション
がいずれ廃墟になるか心配などの声がテロップで流れました。このあと福田市長が登場し、NHKの取材班
の「まちづくりに問題があるのでは？」という質問に市長は「小杉は便利になった、の声が大方だと思う。
高機能のまちづくりに市民から評価をいただいている」と答えておりました。
　日本経済新聞は５月９日付けで「タワマン集中、消えぬ住民の溝、武蔵小杉の試み道険し」との見出しで、
報道しています。10年前、再開発地区のコミュニティーの新しい枠組みとして全国のまちづくり関係者から
注目を集めたNPO法人もいま岐路を迎えていると報じています。
　「当時の想定より大規模マンションが増えた。法人のあり方を再考する時期にきている」との理事長と声
を紹介しています。また、古くからの既存町内会・商店街からは「町内会の盆踊りには参加者が数百人から
２万人以上に増えたが、マンション住民は運営を手伝ってくれる訳ではない」との声も紹介し、役員の高齢
化が進む中で、住民間の「溝」を報じています。これらのことは既存住民にとっても、新しい住民にとって
も本意ではない、と思います。川崎市がすすめる都市計画のなかで「溝」がつくられたのです。
人口が急増したなかでの地域コミュニティーをどう構築するか。
　市長のいわれる「小杉のまちは便利になった。高機能なまちづくりに市民からも評価をいただいている」
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との発言と、地域のコミュニティーも含め、まちの実情とは乖離があると思いませんか、市長に伺います。
　地域コミュニティーについて、課題を認識しているとしたら、武蔵小杉全体のまちづくりを具体的にはど
のようなことで、どのように安心してすみ続けられるまちづくりをすすめようとするのか、市長に伺います。
武蔵小杉駅の問題
　日経電子版ではこれにさかのぼる４月26日「住みたい街・武蔵小杉の憂鬱、人口急増が生んだひずみ、限
界都市」と題して配信がされています。４月から武蔵小杉駅の混雑対策のために、交通政策室に小杉駅混雑
対策担当が設置され、地元からは期待が寄せられています。
　横須賀線武蔵小杉駅はこの４月に臨時改札口が設置をされ、改札前にできていた長蛇の列は解消されまし
たが、同じ時間帯に入場する乗客は増え、東京方面側ホームは異常な混雑になっています。ホームの下では、
南武線方面から来た人たちが横須賀線ホームに上がるために長蛇の列をつくっています。
　以前から要望してきましたが、横須賀線ホームをもうひとつ整備すること、南武線との連絡通路付近に新
しい改札口を設けること、横須賀線、湘南新宿ラインの増便の可能性、相模鉄道の神奈川東部方面線・JR
直通線について、武蔵小杉駅への停車は当然と思いますが、それぞれの課題について、JRとはどのような
話し合いをすすめてきたのか、進捗について伺います。
ホームドアの設置について
　国交省は、南武線について、ホームドアの設置で開閉時間が必要となって高密度ダイヤが保てなくなると
いいます。南武線は2025年度末までの設置目標を掲げています。また、課題が解決すれば、整備のための補
助金を出す、といっていると聞きますが、JRが言う条件整備とは何か。2025年というのは、南武線全体のホー
ムドア設置ということと理解しますが、武蔵小杉駅は特別に急ぐ必要があります。早期設置についての取組
を伺います。
総合自治会館用地周辺地域の活用について
　現在ある総合自治会館は、2020年に小杉町３丁目東地区に移転し、現在の建物を解体する予定です。その
跡地については、地域住民も注視しています。これまで、自治会館に隣接していた旧中原区消防署の跡地に
ついては、地域住民に意見要望が集約されず、説明がないまま施設を整備したという経過があり、地域住民
からは行政に対する不信の声がだされてきました。総合自治会館跡地の活用については、より丁寧な対応が
求められています。本市は2014年８月、総合自治会館用地周辺の取り組みの方向性について、国道409号線
拡幅により沿道権利者の移転先として、民間活力を導入した共同化事業として、総合自治会会館の跡地が対
象とされました。しかし、その沿道権利者は、大半が転出し、当初の共同化事業としての活用方法は見直し
が迫られているのが現状です。貴重な公有地は、地域住民にとって思い入れが深く、市民の要望がいかされ
る最善の活用を行うべきです。地域住民、町内会や老人会では、憩いと潤いのある広場の確保や老人いこい
の家、不足する認可保育所の整備などの要望があります。同跡地の活用については地域に開かれた意見交流
会を開催し、意見を反映し、合意形成をはかるべきです。伺います。
リニア中央新幹線について
　リニア中央新幹線の大深度地下使用許可に関する説明会が５月10日から18日に行われましたが、市民から
多くの疑問や不安の声が出されました。
　その一つが安全性についての疑問です。リニア中央新幹線は、東京・品川―名古屋間286kmのうち86％が
トンネルで、川崎市内については地下40～50mを16.3キロのトンネルで結び、非常口は、麻生区片平、東百
合丘、宮前区水沢、宮前区梶ヶ谷、中原区等々力に作られます。リニア建設ルートには糸魚川‐静岡構造
線など日本でも有数の活断層が多く存在し、最近も震度５クラスの地震がおきています。当然、トンネル内
での落盤、浸水、停電、火災事故も想定されます。運航ダイヤは１時間に５本、上下10本が品川―名古屋間
を同時に走行しているわけですから、もし何か事故で止まった場合は、８本がトンネル内で停車します。１
本の列車の定員は約1000人なので、緊急停止した場合、約8000人の乗客がトンネル内に閉じ込められるわけ
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です。JR東海の回答では、１本の列車に乗務員が３人程度ということですから、もし緊急停止した場合、1000
人もの乗客をわずか３人の乗務員で避難させなければなりません。乗務員は、全乗客に指示を出し、数キロ
先の非常口まで線路下の通路を歩き、非常口下部から40m上の地上に出なければなりませんが、非常口には
わずか２基のエレベータしかありません。
　このようにリニア中央新幹線は、ひとたび事故や災害があれば、数千人がトンネル内に閉じ込められ、地
上と違って脱出することも救出することも困難となります。このような鉄道が公共交通機関としてふさわし
いのかが問われています。
　大深度法の「安全の確保に関わる指針」では「円滑な救助活動や負傷者の搬送のための消防隊員の確保、
施設管理者と救急・救助関係者の協力体制の構築」などの対策を講じることとしていますが、その計画はあ
りますか、また、JR東海とは、どのような協議や情報提供がありますか、消防局長に伺います。
リニアルート上の地権者の土地所有権について
　土地の所有権は、原則「地権者の所有権は上下に及ぶ」と民法第207条で規定され、JR東海も「大深度地
下にも土地所有権が及んでいる」と答えています。また、国会でのリニア新幹線の大深度地下使用許可につ
いての質疑では、大深度地下使用の許可を受けている東京外環道で当初「土地利用に制限を課すこともない」
としていたにもかかわらず、同時に都市計画事業も認可されたため建設制限がされ権利侵害された事例が紹
介されました。しかもこの場合、地権者は建築物を建築する場合に許可を要し、土地・建物を売買する際に
は届け出をしなければなりません。さらに国交省の都市局長は、大深度地下使用の許可のみの場合でも土地
利用が制限される可能性は「皆無ではない」と答弁するなど、地権者の権利が侵害される場合があることを
明らかにしました。リニアの川崎市内のルート上で、東京外環道のように将来、都市計画事業の網をかける
ということはないと言い切れるのか、伺います。地権者は、土地利用に関して制限される場合がないと言い
切れるのか、伺います。土地・建物を建設や売買する場合、許可やJR東海への届け出義務がいるようなこ
とはないのか、伺います。
　2015年の国会質疑では、「地下30m以上についても個々の地権者の同意や承諾が必要では」という質問に
対して、法務省審議官は、同意なく開発行為を行えば「土地所有権の侵害に当たる」と答弁。さらに当時の
太田国交相は「地元の声に十分に配慮しながら工事を進めるよう、JR東海を指導監督していきたい」と答
えています。JR東海は、リニアのルート上の地権者に対しては、井戸があるかどうかの聞取りをしただけ
ですが、国会の答弁通りにすべての地権者に対して承諾が必要ではないですか、伺います。東京外環道では、
事前の家屋調査がやられていますが、川崎市もJR東海に対して事前の家屋調査をやるよう指導すべきでは
ないですか、伺います。
東扇島堀込部埋め立て土地造成事業について
　こんなに危険性や問題点が指摘されているリニア中央新幹線の建設工事が、川崎市内では淡々と進められ
るのは、他の地域では最大の難問になっている、トンネル掘削工事で発生する大量の残土の処理について、
東扇島堀込部埋立土地造成事業で受け入れることを市長とJR東海が、いち早く約束したからです。元々、
市内の学校建設など公共事業による建設発生土を処理するための市民の財産だった公有水面を提供して市が
残土を受け入れることは、問題だらけのリニア中央新幹線の建設促進に加担・協力することにならないか、
市長の見解を伺います。
　堀込部埋立事業の当初の目的として、まず、「増加する輸出用完成自動車を保管するためのストックヤー
ドが不足している」としていたことについてです。川崎港からの完成自動車の輸出量はこの間、減少傾向で、
2017年度の実績はピーク時だった2014年度実績の56％まで落ち込んでいます。これは主に大手自動車会社の
立体モータープール解体の影響ですが、このように完成自動車の輸出量や保管場所・用地の必要性は、自動
車メーカーや関係業界の動向に大きく左右されることが明らかになりました。
　また、「平成37年における取扱貨物量は約40万TEUとなる見込みであり、そのためにはコンテナ関連用地
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が不足する」としていたことについてです。今年５月に発表された、2017年の川崎港統計年報の速報値によ
ると、川崎港コンテナターミナルのコンテナ貨物取扱量は11万８千余TEUで前年より約１万８千TEU増加
しましたが、増加分の75％は空コンテナです。コンテナ取扱量全体に占める空コンテナ数の割合は、2011年
の20％から、2017年には33％に増加。６年前に「５個に１個」だった空コンテナが、昨年は「３個に１個」
の割合に増えています。荷物がないコンテナが圧倒的に増えているのに、コンテナ貨物が順調に増加してい
ると言えるのでしょうか。７年後には今より約４倍の40万TEUに増える見込みは完全に破たんしています。
　堀込部埋立事業のために持ち出された当初の目的は、こうした実態からも、ことごとく破たんしているの
ではないですか、港湾局長に伺います。
羽田空港新飛行ルート案について
　新飛行ルート案以外の方法で対応可能であるという点についてです。新飛行ルート案は、羽田空港と成田
空港の24万回増便計画が基になっています。その内、井桁状に滑走路が重なる羽田空港では、飛行ルートを
変更してどんなに頑張っても、約16％分しか増やせません。約84％は成田空港での増便です。
　中でも、南風時に渋谷区、品川区、大田区と都心のど真ん中を東京タワーよりも低い高度での着陸し、大
師地域に耐え難い騒音をまき散らし、危険な臨海部石油コンビナート地帯へ離陸することをセットにした
ルートは全体の4.6％です。4.6％分の増便のために、わざわざ市民の命と安全を危険にさらすルートを選択
するのではなく他のルートや方法を検討すべきではないでしょうか、市長の見解を伺います。
　次に、発着回数を増やすことによる空港管制の過密化に対する懸念についてです。現在、羽田空港の１時
間当たりの発着回数が80回ですが、新飛行ルート案では、滑走路を増やさずに、運用面の見直しによって発
着回数を90回に増やす計画です。東日本大震災において、仙台空港が津波で閉鎖された際に、羽田空港も地
震被害の調査点検のために一時的に閉鎖され、解除された後、航空機を下すためにぎりぎりのオペレーショ
ンが繰り広げられ、空の大惨事をかろうじて回避できたということでした。こうしたことを踏まえ、これ以
上の過密化に対して安全性の懸念がありますが、市長の見解を伺います。
臨海部ビジョンの「交通機能強化プロジェクト」と川崎アプローチ線について
　川崎臨海部の交通機能の現状と課題の中で、「現在の交通体系は川崎駅からのバス交通への依存から川崎駅
前広場及びピーク時のバス車内は混雑しており、通勤環境が課題」とされているとしていますが、それに対
しては、京急線を利用するルートや、急行バスを走らせるなど、市営バスや臨港バスそれぞれ対応しています。
しかも、かつての最盛期よりも臨海部で働く労働者は大幅に減り、産業再編の中で、今後も減ることが予測
されています。その上で、ここで指摘される「通勤環境の課題」というのは何を指しているのでしょうか、
伺います。具体的に、何時台、どのくらいの車両で、どのくらいの混雑を生み出しているのか伺います。
　次に、「鉄軌道については、JR南武支線が脆弱であることから輸送力増強を含めた改善が必要」というこ
とについてです。まず、輸送力が脆弱という根拠について、１日の輸送力に対して、現在の南武支線利用者
数を伺います。また、輸送力の脆弱性を指摘する前に、南武支線上下線一日78便に対して、例えば市営バス
では、同様の路線で平日一日296便のバスが走っています。市営、民間合わせてバス路線で十分にカバーさ
れていると考えますが、どうして脆弱性を強調し、改善が必要とするのかその理由について伺います。
　「マイカー通勤の割合が高く、公共交通への転換を促す必要」があるとしていますが、どのような調査結
果を根拠に「マイカー通勤の割合が高い」としているのか、伺います。羽田空港へのアクセスは元々、鉄道・
公共交通機関が充実しているのに、わざわざマイカー利用を増やす羽田連絡道路を整備していることと、マ
イカー通勤から公共交通への転換を促すというのは矛盾していると思いますが、見解を伺います。
川崎アプローチ線について
　交通政策審議会で示された総事業費300億円は、国が「大づかみで把握するための建設費」で、「路線延長
に一律単価を乗じて簡易的に算出した」ということです。ということは、300億円以上に整備費が膨らむ可
能性が高いということではないでしょうか、伺います。以上で質問を終わります。
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【再質問】
安倍政権の「働き方改革」について
　市長は、「働き方改革」について「多様な働き方を選択できる社会を実現する」制度として、積極的に評
価していますが、過労死を促進するような「高プロ」制度、「過労死ライン」を合法化する残業時間の上限
規制などを含んでいる法案に対して、「評価する」というのは驚きです。本市でも国のこのような方向で「働
き方改革」を進めるつもりですか、市長に伺います。
市職員の労働環境について
　市長は、長時間勤務の職員数について「前年度比で減少し、一定の効果が見られます」とし、36協定を遵
守していくと述べましたが、36協定の限度時間を超えた職員が300人以上もいるのです。本来、時間外勤務
で年480時間超の職員はゼロにしなければならないし、年1000時間以上の方がいるということ自体、大問題
です。これを「一定の効果がみられる」と評価して良いのでしょうか。「働き方改革」の目標の一つとして
年480時間超の職員をゼロにすることを掲げるべきです、市長に伺います。
　市長は改革の中身として「職員の増員」という言葉はなく、「働く環境の整備や意識改革」を進めていく
という答弁でしたが、18年４月時点の職員数は前年度と比べて27人削減しています。職員の増員なしで年48
0時間超の職場がなくなるのでしょうか。20の市長事務部局のうち、年480時間超の職場は19部局、超えてい
ない部局は市民オンブズマン事務局だけです。あらためて年480時間超の職場へは職員を増員すべきと思い
ますが、市長に伺います。
教職員の働き方について
　明確な目標を持って労働環境を改善するよう質問したところ、「喫緊の課題として認識している」「『教職
員の働き方・仕事の進め方改革の基本的な考え方と当面の方策』に基づいて進める」との答弁でした。
　速報で明らかになったのは「授業準備を時間外に行わざるを得ない」という問題にとどまりません。中学
校の職場が、教員の55％が過労死ラインを超えて働くという、命に関わる労働環境となっており、それが長
年解消できていないという事態です。これを正面から認識して労働環境の改善にあたらなければ解決できる
はずがありません。『基本的な考え方及び当面の方策』の中に『過労死ラインを超える教員ゼロ』を明確に
位置づけるべきと考えますが、教育長に伺います。
小児医療費助成制度の拡充について
　通院医療費の所得制限を存続する理由としてあげたのは、「限られた財源の中で、持続可能な制度として
運営していくため」ということだけでした。昨年７月発表の厚生労働省の調査結果によれば、全国の市区町
村の８割を超える自治体、全ての特別区、政令指定都市のうち半数以上の自治体で、通院および入院の医療
費助成で所得制限を設けていません。財源や持続可能な制度を理由に、通院と入院で所得制限の有無を使い
分けている市区町村はありません。通院助成の所得制限を早急に廃止すべきです。市長に再度伺います。
　子育て支援施策を、「出産・子育てから青年期に至るまで成長・発達の段階に即して切れ目のない支援を
進めていくことが重要」と言うならば、先の厚労省調査でもすでに全国で約400自治体、昨年11月からは大
阪市でも実施したように、通院助成対象を高校卒業まで拡充すべきです。市長に伺います。そのためにも、
県内政令市の相模原市や横浜市に遅れないように、当面せめて中学校卒業まで早急に拡充すべきです。再度、
市長に伺います。
東扇島堀込部の埋め立て事業について
　市長は「ＪＲ東海の建設発生土を有効活用することにより、本市の負担を軽減する」と述べました。当初、
事業費にかかる費用を埋立用材の受入料金に転嫁して、その調達資金で土地造成を行なう、一般財源に負担
をかけないとされていましたが、リニア残土の受入が公表されると、ＪＲ東海が埋立費用200億円、基盤整
備費40億円は市負担とされました。リニア残土受入によって、元々ゼロだったはずの市負担が40億円も発生
したことについて、市長の見解を伺います。
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　当初の目的は「増加する輸出用完成自動車」の保管用地の確保でしたが、港湾局長の答弁では、現在、自
動車関係事業者へのヒヤリング、自動車業界の動向の把握など、貨物量の増加に向けて取り組みを進めてい
るとのことです。自動車保管用地の需要をつくるために、現在、市が懸命になって自動車貨物の増加に取り
組むというのでは本末転倒で、まさに埋立土地造成「先にありき」です。
また、「平成37年に年40万TEUとなる見込みでコンテナ用地が不足する」という当初の目的については、「コ
ンテナ貨物量は４年連続過去最高」と述べるだけで、今から７年後に現在の取扱量より約４倍に増加する見
通しは何も示されませんでした。
　市が掲げた当初の事業目的が明らかに破たんしているのですから、埋立土地造成事業そのものを今からで
も中止すべきです。市長に伺います。
市内大企業のリストラ対応について
　「雇用対策本部」は市長の権限で設置できます。それなのに、「国等の権限や責任ある機関が措置を講ずる
べき」と逃げ、自ら設置する姿勢を見せませんでした。その一方で、国、県に加えて「市の役割、責務」に
基づき、「適切に対処」するといいますが、この場合の「市の権限、責任」はどういうことになるのか、市
長に伺います。東芝リストラでは、「雇用対策法」にも反する再就職先への出向、転籍の例を示しました。
経済労働局長は「働く方の雇用の安定は重要なこと」「引き続き関係機関との情報交換に努め、適切な対応
をしていく」とのことですが、この「適切な対応」として、今後、東芝に対して離職者の再就職先情報把握
と指導、要請は行なうのか、経済労働局長に伺います。
　NECのリストラは「黒字リストラ」です。このようなリストラが許されるとの考えなのか、伺います。リ
ストラに対しては「関係機関と情報交換により状況把握に努める」としていますが、直接出向き、具体的な
情報把握、雇用維持の指導・要請などを行なうのか、伺います。その際、厚生労働省通知　職発0327第７号
「大量離職者が発生する際の指導援助常務等について」に示された対応を行うのか経済労働局長に伺います。
特別養護老人ホームの整備について
　第７期計画の整備数に関して、「施設からの入居の打診に対し、先送り意向を示す方や、医療的ケアの必要
な方が多い」、とのことですが、先送り意向を示す方は年間に何人いるのか、申請日から先送りの意向を示すま
での期間はどれくらいなのか、伺います。医療的ケアの必要な方で入居できない方は何人いるのか、伺います。
　また、「真に入居の必要性の高いと認められる方」とはどういう方を指すのか、伺います。重度の要介護４・
５の待機が依然多くいますが「真に入居の必要性」は高くないのか、要介護４・５の方の待機期間はどれく
らいか、伺います。
リニア中央新幹線について
　リニアの安全確保について、JR東海から具体的な情報提供もなく、協議も行っていないという答弁に愕
然としました。そんな状況で、工事だけは進めるというのでしょうか。
　リニアのルート上の地権者の土地利用の制限について、大深度法で「許可事業者の使用を妨げる行為等の
制限が定められて」いること、土地・建物の建設や売買については、「個別に同事業者への相談が必要にな
る場合も」ある、という答弁でした。要するに地権者は、土地利用の制限があり、土地・建物の建設や売買
する場合でも自由には行えないなど、大変な不利益を被ることになるわけです。
　また、地権者に対しての承諾について「補償すべき損失が発生することが想定されていない」として大深
度法で「承諾は定められていない」という答弁ですが、法務省の答弁では、地権者の同意なく開発行為を行
えば「土地所有権の侵害に当たる」として、同意は必要という立場です。土地利用、建設や売買についてこ
れだけの損害、不利益が生じるのに、地権者に、このような事実を知らせないまま、トンネル工事を進めて
よいのでしょうか。ルート上のすべての地権者に対して、土地利用の制限、建設や売買についての制限など
を１軒１軒きちんと説明し承諾をとるべきだと思いますが、伺います。
臨海部ビジョンについて



－ 264 －

　通勤環境の課題についてです。川崎駅東口バスターミナルが飽和状態ということですが、始発から８時台
までの550本についても、事前の調査では、繁忙期には、パート労働者など急激に増える日もあれば、逆に
減るときもあるなど、その日によって波があり具体的な数字は把握されていないということです。
　マイカー通勤やYCATの利用、浮島へは産業道路駅からの路線もあります。それらのことを客観的に考慮
した上でなければ、基幹的交通軸の整備が必要だと結論付けることはできないと思いますが、見解を伺います。
　次に、マイカー通勤についてですが、なぜ、10年前の古い数字を根拠にしているのか伺います。しかも、飽
和状態にあるとまで言い、通勤環境を課題としながら、一方で、会社からも一定程度認められているマイカー
通勤から公共交通機関への転換を促す必要性があるとしていますが、矛盾していると思いませんか、伺います。
【再々質問】
東扇島堀込部の埋め立て事業について
　市長は、基盤整備の部分は「当初から本市の負担により実施するもの」と答弁しました。この事業計画が
初めて発表された2016年１月29日の「考え方」では、概算事業費が約240億円で、内訳が「測量試験費３億円、
本工事・埋立工事費が約200億円」「基盤整備等が約37億円」とされ、その全てについて、資金計画スキーム
は「一般財源に負担をかけずに」「事業費にかかる費用を埋立用材の受入料金に転化し、その調達資金をもっ
て土地造成等を行なう」と記載されていました。それについて2016年３月議会で港湾局長は「次年度に予定
の調査で総費用を算出し、そのすべてを転嫁することを想定している」と答弁。そして2017年６月15日の我
が党の代表質問に港湾局長は「総費用約240億円で、建設発生土等を用いて土地造成することを想定している」
と明確に答弁していました。
　ところが、その翌日16日に港湾局が、実は６月１日にJR東海から同土地造成事業でJR東海からリニアの
建設発生土の受入要請が来ていたと発表し、８月28日の川崎市とJR東海との覚書で、突如、「埋立費用200
億円はJR東海の負担」で、「基盤整備40億円を市の負担で行なう」との費用分担が明らかにされました。
　つまり、当初は総費用を受入料金に転化する方針だったものが、JR東海と交渉する中で、譲歩する形で
本市の費用負担が盛り込まれました。ですから、基盤整備の部分について「当初から本市の負担で実施する
もの」だったという市長の答弁は、事実とは異なるのではないでしょうか。再度、市長に伺います。
リニア中央新幹線について
　地権者の承諾について、「補償すべき損失が発生することが想定されていない」、「大深度法で定められて
いない」ため、承諾は必要ないという趣旨の答弁でした。
　しかし、本当に「損失が発生しない」のでしょうか。JR東海も「井戸、温泉井等が地下数百メートルま
で掘削されている」ことを挙げて所有権は及ぶことを認めています。都市部では、高層マンションの建設、
地下複数階に及ぶ商業施設、地下鉄の建設など実際に使用したり、大深度に影響を及ぼす事例は、いくらで
もありえます。そうなれば、当然、地権者は土地利用が制限されたり、建設や売買において不利益を被るこ
とも考えられます。「損失が発生しない」からという理屈は成り立ちません。
　次に「大深度法で定められていない」からといって承諾は必要ないといえるのでしょうか。民法上、所有
権は上下に及び「下」方向には制限はありません。それゆえに法務省も同意なく開発工事を行えば「土地所
有権の侵害に当たる」と述べていますし、山間部のトンネル工事の際には、いくら大深度であっても地権者
には所有権があるため同意は必要です。今回のように自分の家の地下を掘る工事を始めるのに、説明も同意
も得ず、回覧板を回しただけで工事を始めること自体異常です。市はJR東海に対して「説明を行うよう求
める」としていますが、ただ「説明する」だけではなく、地権者が不利益を被る事態は起こりえるのですか
ら、地権者を１軒１軒訪問して、不利益が生じるような場合について説明し、承諾を得て、東京外環道のよ
うに事前の家屋調査をするようにJR東海に求めるべきではないでしょうか、伺います。
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2018年第２回川崎市議会定例会代表討論（６月21日）

議案第90号川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案はまず、いままで県が行っていた事務が川崎市に移管され、介護サービス情報の公表又は調査に
係わる手数料を新設するものです。公表についても調査についても県より若干事業所費用負担が減りますが、
そもそもこの手数料が決まるとき、なぜ事業者が払わなければならないのか、議論がありました。この手数
料は「できる規定」であり、徴収していない自治体もあります。今後そのことを含めて検討していただける
よう、要望いたします。さらに、介護医療院の開設の許可等の申請に係る手数料の新設です。
　市内では対象施設は３施設で、今の時点で介護医療院としての申請をする見込みはないということでした。
　医療行為も含む介護医療院ですが、全額介護報酬で賄うものです。重度の介護者の報酬は若干厚くなった
というものの、以前から指摘してきました医療を必要とする高齢者の安上がりの受け皿にならないか、生活
の場として長期滞在は可能なのか、早々に退院を迫られ、介護難民をだすことにならないか、など不安は絶
えません。介護医療院が含まれるこの議案には賛成できません。
議案第91号　川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、公設公営保育園４園及び公設民営３園の民設民営化に伴い川崎市保育園条例から７保育園を
削除する議案です。私どもは、保育の継続性と公平性を担保し、公設として地域の子育て支援等に大きな役
割を果たす公立保育園を民営化すべきでないと反対してきました。よって、この議案には賛成できません。
議案第96号東扇島堀込部地盤改良その１工事請負契約の締結、及び、議案第97号東扇島堀込部地盤改良その
２工事請負契約の締結について
　この議案は、東扇島堀込部土地造成事業において、建設発生土による埋立に必要な護岸を整備するために、
軟弱な基礎地盤を改良するというものです。掘込部埋め立て事業の当初の目的は、「増加する輸出用完成自
動車を保管するためのストックヤードが不足している」とのことでしたが、完成自動車の輸出量はこの間、
減少傾向とのことで、市は現在、貨物量の増加に向けて取組を進めているとのことです。自動車保管用地の
需要をつくるために、市が懸命になって自動車貨物の増加に取り組むというのは本末転倒です。港湾を埋め
立ててまで自動車保管施設を整備、保有することは地方自治体が行なう必要はありません。また、「平成37
年における取扱貨物量は、約40万ＴＥＵとなる見込みであり、そのためにはコンテナ関連用地が不足する」
としていましたが、2017年のコンテナ貨物取扱量は11万８千余ＴＥＵです。７年後に今より、約４倍の40万
ＴＥＵに増える見通しはありません。
　さらに、老朽化した倉庫の建て替え時の代替用地という目的については、倉庫事業者のアンケート結果で
も、建て替えや設備更新の計画があるのは11％にすぎませんでした。そもそも海面埋め立てをしてまで倉庫
の建て替え代替用地の確保に自治体が協力する必要はありません。
　このように、掘り込め部埋め立て事業のために持ち出された当初の目的は、すべて破綻しており、堀込部
埋立土地造成の事業を行なう必要はありません。以上の理由から、議案第96号・議案第97号については、反
対です。
議案第103号川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、特別職、一般職の退職手当について、国が国家公務員の退職手当の支給を引き下げたことか
ら、本市も同様に引き下げを行うため条例の一部を改正するというものです。私たちは、特別職については、
否定するものではありませんが、一般職員の処遇まで、あえて国の歩調に合わせて後退させる必要はないと
考えますので、この一般職の退職手当引き下げが含まれる議案には賛成できません。
　以上の立場から、議案第90号、議案第91号、議案第96号、議案第97号、議案第103号については反対、そ
の他の議案、請願については賛成することを表明して討論を終わります。
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2018年第３回川崎市議会定例会代表質問（９月13日）

　はじめに、９月４日、近畿地方を中心に猛威を振るった台風21号及び９月６日未明の北海道胆振東部地方
を襲った大地震の甚大な被害が広がっています。犠牲になられた方々に心からお悔やみ申し上げますととも
に、被災者の皆さまにお見舞い申し上げます。
市長の政治姿勢について
エネルギー政策を再生可能エネルギーに転換することについて
　９月６日北海道厚真町を震源地とする震度７の地震が発生し、胆振東部地震と名付けられました。激しい
揺れでいたるところで大規模な土砂崩れが発生、家屋の倒壊が被害を大きくしています。
　北海道電力の全ての火力発電が停止し、道内の全戸295万戸が停電しました。停止した北電最大の苫東厚真
火力発電所に、４箇所の水力発電所から電力を送るとのことでした。道民はテレビ、ラジオから情報を得ら
れず、市立病院は救急受入を中止している病院もあるとのことです。信号機も止まっているところでは事故
も起きているとの報道でした。停止している泊原発では外部からの電源がストップ、非常用ディーゼルで核
燃料の冷却を行なっているところです。こうした事態から改めて、原発の再稼働は中止し、原発ではなく、
再生可能エネルギーへの転換が必要です。市長の見解と取組への対応を伺います。
平和の問題について、オスプレイについて
　防衛相は、８月22日、米空軍CVオスプレイが10月１日、米空軍横田基地に配備されると発表。千葉県の
木更津基地には、オスプレイのアジア唯一の整備拠点が作られ、厚木基地では、昨年度45回もの離着陸訓練
が行われています。2015年に公表した防衛省の環境報告書では、米軍は日本全土で年間330回ものオスプレ
イの低空飛行訓練を計画しています。この訓練が実施されれば、横田、厚木、木更津、横須賀など南関東全
域が訓練区域となり、川崎市上空を飛来する可能性はかなり高くなります。全国29都道府県の215自治体で
反対の意見書・決議があがっており、沖縄では、県知事、県議会をはじめ42市町村の全議会と首長がすべて
配備に強く反対しています。墜落事故を繰り返し、川崎上空での低空飛行訓練も予想されるオスプレイ配備
について、市長の見解を伺います。
2017年度決算の特徴について
　2017年度一般会計決算では、歳入は前年度比で858億5800万円増の7006億9100万円、歳出は865億2300万円
増の6975億1400万円となり、実質収支は１億9900万円のプラスとなりました。歳入では、市税収入が前年度
比で58億2600万円増の3111億8600万円で、５年連続の増収で４年連続の過去最高を記録しました。これは、
個人市民税19億7500万円の増、固定資産税29億4300万円の増など人口増、市民からの税収増によるものです。
川崎市の人口増加率は政令市で最も高く、人口推計でも今後12年間は増加を続けるため市税収入の増加は今
後10年間は続くと予想されます。
　財政力指数は、引き続き政令市トップで１を超え、３年連続、政令市で唯一の普通交付税、不交付団体と
なっています。基準財政収入額が前年度より大幅に増え、財政力指数は前年度の1.00から1.02と財政力をさ
らに強めています。財政健全化指標についても、すべての指標で早期健全化基準を大きく下回り、極めて優
良です。「決算見込みの概要」では、「厳しい財政状況」と述べていますが、財政が厳しいという指標は、ど
こにも見当たりません。
　減債基金は、一般会計分でみると243億円積み増しをして2205億円となりました。一人当たりの市債残高は
政令市平均以下なのに、減債基金残高は政令市平均の1.8倍にもなりますし、これは取崩額、いわゆる市債へ
の償還額205億円の11年分にあたり、政令市平均の４年分をはるかに上回ります。財政規模が川崎市の2.5倍
ある横浜市の減債基金残高は、16年度決算では914億円で、取崩の額しか残高はありません。これらのことか
ら見ても、川崎市の減債基金残高がいかに過大であるかがわかります。このように、市税収入、財政力指数、
財政健全化指標、減債基金残高のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力を持っています。
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　しかし、「決算見込みの概要について」では、依然として「厳しい財政状況」と述べています。この「財
政が厳しい」という根拠についてです。まず、「扶助費の増大」を理由に挙げています。扶助費は、前年度
比で93億円増ですが、これは保育所増設等のためにどうしても必要な費用であり、増加した部分のほとんど
は国や県からの補助から賄われるので、扶助費の経常収支比率は18.4％にすぎません。しかも、前年度の20.
0％よりも減らされており、一人当たりの扶助費の額は引き続き政令市平均を下回っています。扶助費の増
加を理由に「財政が厳しい」とはいえません。
　「決算見込みの概要」では「減債基金からの130億円の新規借入」を厳しい理由に挙げています。減債基金
は、17年度決算、一般会計分では取崩額、いわゆる市債への償還が205億円のところを、448億円も積み立て
をして、243億円も積み増しをしています。ですから収支に必要な130億円は、この積立額から減らして対応
すれば、収支不足も出ず、借り入れる必要もありません。それでも減債基金残高は、2075億円、取崩額の10
年分もあります。このどこに問題があるのでしょうか。なぜ、いったん積立してから借入をするという複雑
な形式を取るのか、伺います。他の自治体でこのようなやり方をしている自治体はあるのか、伺います。
　これに関して「減債基金への積立ルールがあるため」という理由ですが、今年の予算議会でも述べたよう
に、この「30分の１ルール」は、実質公債費比率を抑制するためのものであり、計算上の一つの基準で、従
わなくてもペナルティーはなく、自治体の裁量に任されています。川崎市の実質公債費比率は、17年度決算
では6.9％で早期健全化基準値の25％、政令市平均10％と比べてもはるかに低く、このルールを守らなけれ
ば支障をきたすというレベルではありません。減債基金からの借入をせずに、積立額を減らして対応しても
10年後の減債基金残高は2519億円、実質公債費比率は9.3％で全く問題はありません。以上のように、「減債
基金からの借入」が、「財政が厳しい」という根拠にはならないことは明らかです。これ以外に「財政が厳
しい」という根拠はあるのか、伺います。
人権全般にかかわる条例について
　「人権全般条例」の考え方が報告されました。これは元々、2016年に市長が優先審議事項として「ヘイト
スピーチに関すること」を依頼したことに対し、人権施策推進協議会から提言されたことが出発点となって
います。提言に示された「協議会の意見」でも「ヘイトスピーチにつながっていく土壌に、直接対処する幅
広い条例が必要」「多文化共生、人種差別撤廃などの人権全般にかかるものが想定される」としており、あ
くまでこの提言はヘイトスピーチ対策の延長線上で人権全般を見据えているものと考えられます。
　今回策定を検討している条例は幅広く人権全般にかかわるものとされています。子どもの権利条例などす
でに個別に条例や要綱が制定されている分野もあります。従来の個別分野の条例と新しい条例との関係をど
う位置づけるのか、市長に伺います。障がいや性自認と性的指向、高齢などそれぞれの分野ごとに、固有の
課題や困難に応じた対策をすすめることこそ重要です。人権条例を策定するのであれば、これらの課題に答
えられるものとすべきです。市長に伺います。
子育て支援策について
小児医療費助成制度の拡充について
　市長は、入院の所得制限を廃止する理由について「子どもの入院は、経済的にも精神的にも子育て家庭に
与える負担は大きい」とし、通院の所得制限については「限られた財源の中で持続可能な制度として運営し
ていくため、引き続き設けていく必要がある」としています。根本的な対策として、子どもが入院に至るよ
うな重症化を防ぐとともに、将来の医療費増大を抑制するためにも、外来通院をしやすい制度に改善し、病
気の早期発見・早期治療をすすめることこそ重要です。そのためには、通院医療費助成の所得制限を廃止す
ることが最大の有効策と考えますが、市長の見解を伺います。
　また、そのためにも、通院の助成対象年齢は、県内の相模原市や横浜市が踏み出すように、川崎市も早急
に中学校卒業まで拡大すべきです。市長に伺います。
　政令市では、昨年11月から実施した大阪市に続いて、堺市が来年４月から通院の助成対象を高校卒業まで
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拡充すると発表しました。市長は、子育て支援策について「出産・子育てから青年期に至るまで、切れ目の
ない支援を効果的に進めていくことが重要」というならば、通院の医療費助成について昨年４月時点で474
自治体まで広がっている「高校卒業までの拡充」を目標にすべきです。市長に伺います。
来年度以降実施に向けた「ひとり親家庭支援施策の再構築（案）」について
　2016年の国民生活基礎調査によると、母子家庭の所得は、児童のいる世帯の33％と低く、ひとり親家庭の
貧困率は、50.8％で大人が二人以上いる世帯の約５倍にのぼります。今年５月に本市が児童扶養手当受給資
格者を対象に行った「ひとり親家庭生活状況アンケート」の結果、ひとり親家庭の就労率は約84％と高いが
そのうち約58％はパートアルバイトなどの非正規就労です。
ひとり親家庭等の特別乗車証交付事業の再構築案について
　2017年度決算額は約４億円です。「市バスに限らず鉄道等を含めた公共交通機関を利用する高校生等の通
学交通費を助成する制度を創設する」ことについてはとても重要と思います。しかし、それと引き換えに児
童扶養手当受給者を対象とした市バス特別乗車証交付事業を今年度末に廃止するとしています．その理由を、
交付を受けている人が約６割で、ひとり親家庭全体が対象となっていないとしていますが、アンケート調査
では、ほぼ毎日利用している人が約３割、週３日以上が13％にのぼります。また、子どもの年齢はゼロ歳か
ら15歳までが７割を占めるなど高校生以下の年齢の子どもを持つひとり親にとって廃止は大変痛手となりま
す。自由記述でも「本当に助かっている」「市バスが通らない地域に住んでいるので、民営バスでも使える
様にしてほしい」等多数の意見があるのですから、廃止すべきではありません。伺います。
私立幼稚園の入園料の補助制度の創設について
　2017年度の本市の幼稚園入園料の平均額は148,118円で、20政令市の中で最も高額でした。今年度は更に
4899円増の153,017円です。17年度の本市を除く19政令市の入園料の平均額は54,000円で、５万円以下は９
政令市に上ります。10万円以上は、本市と横浜市のみで、横浜市は116,379円ですから、本市の入園料が突
出して高額なのは明らかです。入園料については国と川崎市は補助事業を設けていません。
　東京では多くの自治体が入園料補助をもうけており、23区内では大田区が最大11万円、世田谷区は最大９
万円の入園料補助を行っております。比較的少ない北区や練馬区でも４～５万円を補助しています。
　わが党は、今年の３月議会においても入園料補助を求めましたが、子ども未来局長は「今後につきまして
は政令指定都市等、他都市の動向を踏まえながら、幼稚園の入園料に対する補助のあり方について、検討し
てまいりたい」と答弁されました。検討状況を伺います。入園料10万円の補助制度をつくるべきと考えます
が伺います。
保育所待機児童解消について
　2017年度の民間事業者活用型の決算額は18箇所８億７千万円余となっていますが、整備計画における定員
及び実績を伺います。また、自前の園庭のある保育園数についても伺います。来年度の開設に向けた、今年
度の認可保育所の整備計画は1840人ですが、そのうち民間事業者活用型は1350人で73％を占め、昨年度より
さらに割合が高くなっています。この手法は園庭の確保が困難であること、なかなか手を上げる事業者の確
保が大変であることから、民間事業者活用型の整備に重きをおく手法を改めて、公有地活用型及び民有地活
用型の整備に重きをおくことを求めてきました。子ども未来局長は「利用可能な資源を最大限に活用するた
め、保育所整備が可能と思われる公有地について関係局と協議を進める」とのことでした。
　市営住宅の改築時に生まれた空地や仮設園舎の跡地などを含め、公有地活用型の整備と民有地活用型の整
備にもっと重きをおくべきですが伺います。
教育環境の改善について
少人数学級の拡充について
　先の文教委員会の請願審査のとき、学級編成権が県から市へと移管後、少人数学級が拡充した政令市につ
いて教育委員会は状況を正確に把握していませんでした。改めて伺いますが、政令市への市費移管後、小学校
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３年生以上で少人数学級が実現した、もしくは今年度中に実現する予定の政令市はいくつありますか、伺います。
　学級規模といじめ・不登校との関係についてです。文部科学省の資料では、「90％以上のこどもが35人以
下学級に在籍している県は、それ以外の県よりも、1000人当たりのいじめの件数が少ない」また、各県の取
り組みと効果では「山形県や大阪府では、少人数学級導入後で不登校の出現率や欠席率が低下」と報告され
ています。これらの少人数学級効果について、教育長の見解を伺います。
　少人数指導と少人数学級の評価についても文科省調査資料を教育委員会からいただきました。少人数指導
と少人数学級を実施した小中学校へのアンケート調査の結果は「総じて児童生徒の学力が向上した」は少人
数学級では98.7％の小学校が、中学校では94％が評価しています。「学力の底上げが図られた」は小学校で
98.7％、中学校で97.3％が評価しています。「不登校やいじめなど問題行動が減少した」「児童生徒の基本的
な生活習慣は身についた」の項目では、「とてもそう思う」が少人数指導より少人数学級での評価がよく、
５倍以上の違いがでました。この評価についても教育長の見解を伺います。
学校施設へのエアコン設置について
　小中学校の普通教室はすべてにエアコンが設置されていますが、特別教室の設置が遅れています。音の問
題などで窓を閉め切る必要がある音楽室やパソコン室、図書室は設置が進められてきましたが、それ以外の
教室では、小学校での設置は約５割にとどまり、中学校では、普通教室よりも移動によって、特別教室の利
用頻度が高いと指摘されているにもかかわらず、設置はおよそ３割です。体育館へのエアコン設置は、３校
のみです。命にかかわることであり、設置を急ぐべきです。伺います。
就学援助制度について
　政府は、10月から生活保護制度の食事などの日常生活費に充てる「生活扶助」を最大５％減額する引き下
げを実施します。都市部の「夫婦と子ども２人の世帯」では年10万円以上も少なくなるケースがあると試算
されており、子育て世帯に大打撃となります。本市の就学援助の基準は生活保護基準に準ずるとされており、
生活保護基準が削減されたことに伴い連動させれば、現在の基準で就学援助を利用できる世帯が、利用でき
なくなってしまいます。昨年８月の子ども・若者生活調査の分析結果では、貧困の連鎖を防ぐために既存制
度の底上げが必要だと結論づけられました。子どもの貧困対策が待ったなしのいま、生活保護基準の引き下
げに連動させるべきではありません。伺います。また、今こそ就学援助費の支給基準を生活保護基準の1.2
倍以上に引き上げるべきです。伺います。
議案第124号に関連してブロック塀等の安全対策について
　高さが2.2mを超えるブロック塀のある６校については、補正予算で新規フェンス設置が提案されていま
すが、高さ2.2m以下で控壁が仕様に適合しない12校の塀についても、予算を確保して早急に撤去・新設を
具体化するべきです。伺います。
民有地のブロック塀について
　本市は周知啓発や改善指導とともに、道路や公園に接する民有地のブロック塀を1.2ｍ以下に縮小・撤去
する際に、上限30万円、２分の１の割合で助成する制度を、2020年までに限って行うとのことです。
　堺市や大阪市は撤去・新設とも助成率は３分の２です。横浜市は、上限額は本市と同じ30万円ですが、撤
去の場合の助成率は９割で、新設の場合は２分の１です。本市も他の自治体並みに撤去への補助率を引き上
げるべきですが伺います。また、フェンス等の新設にも補助を行い、市民の命と安全を守る対策を進めるべ
きですが伺います。また横浜市のように、すでに除却した場合でも写真や書類などを確認して事後払いを可
能とする制度にすべきです。伺います。
　市民からの依頼等に応じて危険なブロック塀の改善指導を行うとのことですが、リーフレットの投函によ
る制度周知や改善指導にとどまらず、戸別訪問も行って丁寧に指導や制度周知をすべきですが、伺います。
中でも各学校から教育委員会に報告されている、通学路上にある老朽化によるひび割れや傾きがあるなど専
門職の確認が必要な70件のブロック塀については最優先で戸別訪問指導を行うべきですが、伺います。
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障がい者施策について
障害者グループホームの整備と自動火災報知設備の設置について
　わが党は、2017年度末までに設置が義務化されたグループホームの自動火災報知設備の設置への市の支援
策を繰返し求めました。2018年度の予算は整備補助として前年より２千万円増額され、約６千万円計上され
ました。しかしなかなか設置が進まない実態があると聞きました。2017年度末までに設置が必要な個所数及
び設置された箇所数について伺います。過去３年間のグループホームの整備計画270人に対し、昨年12月議
会では整備計画に達しない見込みであるとし、その原因を物件の確保と消防設備の設置が困難であるとの答
弁でした。整備目標を策定しても大家さんの了解がないと設置が進みません。「川崎市居住支援協議会」へ
の取組みを強め、家主や不動産事業者等の理解を求める取組みの更なる強化が必要ですが伺います。第４次
ノーマライゼーションプラン改訂版におけるグループホームの整備計画は、毎年90人ずつ３年間で270人の
定員増を図る計画ですが、物件の確保に対する抜本対策を図るべきですが伺います。市営住宅や県営住宅へ
設置に向けた取組みの強化が必要と思いますが、伺います。
人工内耳の体外機への助成について
　人工内耳は、補聴器などで拾った音を、頭に取り付けた体外機で電気信号に変え、耳奥の骨に埋め込んだ
電極から脳に直接信号を伝えるというものです。全国で６万人以上が利用しており、１歳から保険適用になっ
たことから、年間約1000件以上の手術の４割が小児と言われています。この体外機は故障などにより更新し
ようとすると、１台100万円かかります。また、充電式の電池が消耗品で年間３万円以上かかり専用の充電
器も必要です。そのため全国の200以上の自治体で何らかの補助を行っています。茅ヶ崎市では、体外機を
日常生活用具に指定し、装用後５年経過し、医療保険の給付を受けられない方に給付しています。静岡市で
は電池代を月額2,500円助成するとともに、充電機には３年に一度28,080円助成しています。本市において
も体外機を日常生活用具に指定するとともに、電池代の補助を行うべきですが、伺います。
手話通訳者を病院に配置することについて
　川崎市聴覚障害者情報文化センターの手話通訳派遣事業で派遣した手話通訳者の６割が病院など医療機関
でした。手話通訳者がいないと病院にかかれないなど受診抑制が起きると言われています。医療の専門用語
を正確に伝え、正しい診断と処置を行うために、少なくとも本市の基幹病院である川崎病院には、専任の手
話通訳者を配置すべきです。伺います。
高齢者施策の充実について
　平成28年度高齢者実態調査によると、介護が必要になった場合「自宅で暮らしたい」と回答した人は56％
ということでした。しかし、その願いと現実はなかなか一致しない厳しいものがあります。
　先日伺った家は母親とパートで働く娘さんの２人暮らし、母親は国民年金です。要介護４で、在宅介護を
受けて自宅で暮らしています。娘さんは「私は母が大好きです。長生きしてほしい。しかし、介護費用があ
まりにもかかりすぎます。私は母の介護費用を捻出するために、働いているようです。私が働けなくなった
ら終わりです」こんな悲鳴をあげていました。要介護４で、デイサービス週３回、訪問リハ週２回、ショー
トステイ月に３日、訪問医療月２回受けた場合、利用料１割負担の方であっても介護保険外負担である食事
代、部屋代、日常生活費など含めて約５万円の利用者負担がかかります。とても国民年金で支払い続けるこ
とは困難です。しかも、24時間の介護は家族によって支えられているということです。そのことからみても
現在ある要介護者生活支援ヘルパー派遣事業など、市単独の在宅介護を支える施策については、拡充こそす
すめ、絶対に縮小すべきではありません。伺います。さらに、家族の介護を少しでも励ます意味でも、要介
護３以上の方に月１万円の介護援助手当を復活すべきではないでしょうか、伺います。
高齢者の居住環境の問題について
　特養ホームへの入所を３年以上待機している人が要介護３以上でも約４割いるという高齢者実態調査結果
です。それでも待機者が若干減ってきている、その要因として、特養ホームに申し込んでもなかなか入居で
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きない、待ちきれなくて、やむを得ず有料老人ホームやグループホームに入居している方がかなりいるので
は、と以前から指摘してきました。私たちへの相談も「家庭介護が限界で、しかたなく有料老人ホームに入
居したが、いつまで財政的に続くかわからない」「グループホームの費用負担が高くて、早く特養ホームへ
入りたい」こんな相談が寄せられています。やはり費用的にみても、在宅生活が困難な方にとって切実な施
設は特養ホームです。待機者3551人、すぐに入所したい方2702人に及ぶのに、第７期での３年間で590床の増
設だけでは、どうみても足りません。施設利用を必要としている方が申請をしてからせめて１年以内に入居
できる整備に見直しをすべきです。伺います。
　認知症高齢者グループホームについてですが、費用負担が大きいことが課題になっています。第７期計画
期間中に一部家賃等助成を実施するとしていますが、どのような助成になるのか、実施時期はいつ頃になる
のかについて、伺います。
議案第106号川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について
　この議案は、国民健康保険事業の財政の健全な運営に資するための資金に充てるための基金を設置すると
いうものです。
　本市はこれまで、国民健康保険事業の収支均衡を保つため、一般会計から国民健康保険事業特別会計に法
定外繰入を行い、保険料負担の軽減を図ってきました。昨年度決算見込みでは44.9億円法定外繰入をおこなっ
てきました。2018年の国保の広域化に伴い、法定外繰入のうち決算補填等を目的としたものについては、縮
減すべきとしています。県からの交付金の評価項目に基金に関する項目があり、今回、基金を設置し「保険
料収納額の１％」以上を積み立てることで、評価の対象になり、毎年の交付額が一定程度増額され、基金に
積み立てるということです。この基金を活用することで、翌年度以降の保険料水準の平準化が可能になると
していますが、国民健康保険がもつ構造的な課題からみても引き続き一般会計からの法定外繰入は不可欠で
す。国も法定外繰入を行っても自治体にペナルティは課さないとしています。国保制度は、国民健康保険法
第１条でも謳われているように、社会保障制度そのものです。引き続き法定外繰入を行い、保険料の引き上
げは避けるべきです、伺います。
中小企業支援について
市内中小企業への優先発注について
　横浜市では、100万円以上の補助金等を交付している事業者に対し、工事の請負、物品の購入、業務の委
託を行う場合に、市内事業者への発注を原則とする規定を設け、市内業者への仕事確保に努めています。昨
年９月のわが党の質問に財政局長は「本市が補助金等を交付している団体についても、優先発注を進めてい
ただくことは、市内事業者の振興育成に寄与するもの」と答弁されていますが、補助金交付先の市内業者へ
の発注状況と市の取り組み内容について伺います。
　2016年経済センサス活動調査結果（速報）によれば、４年前と比べ、建設業は291事業所も減少しています。
建設業では、労働条件の改善が業界全体の大きな課題となっています。本市の公契約制度は報酬の下限額を
示し、賃金の底上げに寄与するものです。ところが、一昨年、市が工事物件で行ったアンケート調査では、
「労働者が自分の作業報酬の下限額を把握しているか」の問いに、23％が知らないと答えていました。周知
徹底方法の改善を求めましたが、その後の取り組みについて伺います。
　総合評価落札方式の入札の改善についてです。川崎市では、失格基準価格が調査基準価格の約90％、予定
価格の84％前後に設定されていますが、ダンピングをなくすためには、失格基準価格の引き上げと調査基準
価格を下回った入札者には、価格以外の評価点を減点するなど対策が必要です。これまでも段階的に改善さ
れてきたと思いますが、更なる改善について、伺います。
正規労働者の雇用を拡大する対策について
　2017年就業構造基本調査によると、川崎市内の雇用者数は81万7100人で、５年前の調査から９万8300人が
増えました。そのうち正規職員・従業員の割合は62.8％、非正規職員・従業員は32.6％で、５年前とほとん
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ど変わらず、市内で正規職員が増えて雇用環境が改善したとはとてもいえません。
　６月に、「キャリアサポートかわさき」で開設した「正社員等転換相談窓口」の相談件数は、６月～８月
の３カ月で企業が２件、労働者は７件で、市の姿勢が問われるような結果でした。正規雇用を望む方や有期
雇用から無期雇用に変更できるのに制度を知らずにいる方はかなりいるとされるのに、本市として相談窓口
の周知を含め、どう推進してきたのか、また今後の見通しと取り組みについて伺います。本市として、人材
確保に向け正社員等転換を望んでいる労働者と企業の数を、産業界とも協力して、実態を把握して正社員等
に転換する目標人数を明確にすべきです。伺います。
　中小企業の人材確保や就職定着をはかるための支援として、兵庫県など、奨学金返還支援制度を実施する
自治体が広がっている事例も具体的に紹介し、本市でも実施すべきと繰り返し質してきました。
北九州市では、市が認定する企業等に就職し、市内に居住した場合、就職後２年から４年目に年間最大18万
円を３年間54万円補助する事業を実施しています。対象は2018年度に卒業する見込みの者または卒業後３年
以内の者として、募集人員は300名です。市が認定する企業には、製造、建設など新成長枠として229社、市
の独自施策として人材不足となっている保育士・幼稚園教諭・介護福祉士を少子高齢対応枠として100施設
をあげています。初年度の2017年度には300人以上が応募したとのことです。他の自治体では、知恵をだして、
人材を確保し専門性を培えるよう独自の施策を行なっています。本市においても、北九州市のように、正規
雇用として定着していけるよう独自の制度をたちあげるべきです。雇用を所管する副市長に伺います。
派遣労働者の雇用問題について
　改正労働者派遣法の施行から３年となる９月末を控え、派遣社員を雇い止めする「派遣切り」が頻発する
危険が高まっています。改正派遣法は、それまでの「１年～３年の業務単位の期間制限」を廃止し、「３年
の事業所単位の期間制限」とし、それに達すると派遣先は派遣労働者を直接雇用しなければなりません。
　しかし、実際には、この期間制限は何回でも延長できる制度となっており、また派遣労働者を入れ替える
か、派遣労働者の所属組織を変えさえすれば、労働者派遣を永続的に利用できる仕組みとなっています。施
行から３年となる今年の９月30日には、３年の期間制限の対象となる派遣労働者が出てくるため、派遣先企
業は、別の派遣社員に切り替えることも可能であり、そのために大量の派遣切りの懸念が高まっています。
しかし、改正法では、派遣元に対して、派遣先への直接雇用の依頼など、「４つの措置と実施義務」を課し
ています。派遣先は、直接雇用として雇い入れる努力義務を負っています。
　新聞報道では、ソフトウエア関連の方から「10月以降、現在の職場で働くことは派遣先から拒否された」と
いう事例も報告されています。市の出資法人でも改正労働者派遣法の対象となる労働者はいるということです。
　こういう派遣切りを許さず、派遣労働者の正社員化を進めるためにも、制度の周知徹底と「４つの措置と
実施義務」や「派遣先の雇い入れ努力義務」を厳格に実施させる必要があります。労働者、事業者、市の出
資法人への周知の徹底はどのようにされているのか、伺います。周知の中に実施義務や努力義務が入ってい
るのか、伺います。自動車や電機、通信など主要産業への緊急調査をする予定があるのか、伺います。専門
相談窓口を設ける必要があると思いますが、伺います。
市内大企業のリストラについて
　市内大企業が企業の都合で本人の意思に反して強力に退職勧奨を行うなど、容赦ない人員削減の大リスト
ラ策が繰り返し行われています。
　2012年に１万人のリストラを行った、NECは今年１月30日、今度も国内で3000人の人員削減を発表しました。
対象は45歳以上で勤続５年以上の社員２万人を対象に実施するもので７人に１人が退職させられることになり
ます。しかも売上高、営業利益を増やす中での黒字リストラです。市内に１万５～6,000人、国内最大規模の
玉川事業所があり数百人規模のリストラが予想され、影響は避けられない事をこれまでも指摘してきました。
　NECは退職日を12月28日と定めています。すでに２万人に２回目の面談が実施され、今後も対象者に繰
り返し退職面談を行う計画です。面談の実態も告発されています。面談では、退職を迫る上司に「会社を辞
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めろということですか」と答える社員に対し、「いえいえ、そうではありません、社外で活躍の場を求める
ということです」こうした面談が行われてもいます。退職を断ると次回面談に「目標を持って自分はこのよ
うに変わっていきます」という自身の考えを書き出して来る様に求められたといいます。何が何でも自己都
合で退職をさせるという会社の強引な姿勢です。
　市長に伺います。こうしたやり方で退職を迫られている実態を承知しているのか、許して良いのか、伺い
ます。また、NECに今回の人員削減に対しどのような対応をしているのか、伺います。労働者の人権、雇
用と生活、地域経済を守る立場で実態調査を行い、退職強要をしないよう会社に求めるべきです、伺います。
　厚労省の通達による「大量雇用変動届」のケースに該当すると思われるため、その通達の趣旨に沿って、
市長の権限で雇用対策本部設置を求めます、伺います。
武蔵小杉駅の混雑緩和について
　武蔵小杉駅の混雑緩和策をはかる覚書を川崎市とJR東日本が７月17日にとりかわしました。一刻も早い
混雑緩和の手立てをとらなければ、たいへんなことになる、と横須賀線小杉駅ができて以来、議会で何度と
なく改善を求めてきました。周辺住民のみなさんも危機感を感じ「小杉駅を良くする会」を一昨年発足させ、
「ホームドアの設置、南武線のホームの増設、新改札口の設置、横須賀線や湘南新宿ラインの増便」などJR
東日本横浜支社に要望をもって具体的取り組みを求めてきました。
　供用開始まで５年かかるということですが、現状の既存の横須賀線改札口の利用客数と新改札口ができた
場合の利用客数と、どのように分散されると予想しているのか、伺います。混雑緩和には、電車の増便が必
要です。湘南新宿ライン、横須賀線の増便の可能性、さらに相鉄線の停車について伺います。５年といわず、
「覚書」の１日も早い具体化・実現が求められていますが、その決意を伺います。　
武蔵小杉駅横須賀線駅前のバスターミナルそばの喫煙場所について
　以前から「この喫煙場所を何とかしてほしい、煙がもくもくで強烈なにおいが漂い、こどもの通学路と隣
りあわせで、子どもが毎日受動喫煙をしているようなもので、危険性を感じています」子育て中の保護者の
方を中心に、同様の相談が何件も寄せられています。そして、「一定の対策は講じているということだが、
ほとんどその効果が感じられない」という苦情もよせられています。担当局にも相談、苦情は寄せられてい
ると思いますが、改めて対応を伺います。
総合自治会館用地周辺地域の活用について
　この活用について、民間事業者から広く意見提案を求めるサウンディング調査を10月から実施するとのこ
とです。サウンディング調査は、この用地を民間に貸し出しをして、賑わいの創出を含め、民間中心の活用
を図るというものです。小杉駅周辺は大々的な再開発がすすめられるなか、古くからこの地域に住み、地域
を支えてこられた住民の方々は、残されたこの貴重な公共用地を住民の要望にそって活用してもらいたい、
長年の要望である老人いこいの家、災害時に避難できるような緑地の確保などを切望しています。先日行わ
れた、周辺の町内会長、商店街会長などが集まった意見交換会では、改めてこのような要望が強くだされま
した。それらを踏まえて、現総合自治会館は解体せず、施設を住民のために有効に活用できないか、そういっ
た意見もだされました。
　総合自治会館用地周辺地域の活用については、民間に用地を貸し出すのではなく、川崎市が地元の皆さん
から出されている要望をしっかりと受け止めて活用を検討すべきです。伺います。
緑地保全について
　麻生区上麻生７丁目でかねてより保全が望まれていた8700平方メートルに及ぶ緑地が保全される方向性が
出てきたとのことです。10年以上前から請願や陳情も４回にわたって採択や趣旨採択され、大きな市民運動
になったことから、市の担当者も繰り返し交渉に当たってこられたと聞いています。現在の進捗状況につい
て伺います。
防災対策について



－ 274 －

　洪水ハザードマップは、わが党もくりかえし求めて全戸に配布されました。おりしも倉敷市真備地区の浸
水被害がハザードマップとほぼ一致していたことが報道され、市民は緊張感を持って見ています。
　洪水ハザードマップでは、事前に避難場所を確認することとされていますが、多くの避難所の小中学校が
浸水地域です。市の方針は、「避難準備・高齢者避難開始」や避難勧告は洪水が発生する前に発令されるも
のなので、まず避難所に避難し、避難所の１階が浸水したら２階、３階に垂直避難することにしているとの
ことですが、それは、市民には周知されていません。市の方針を周知すべきですが伺います。
　避難所が遠い、入りきれないなどの課題に対し、大阪市では公的施設や民間の会社、マンションなどと協
定を結んで、「水害時避難ビル」を指定し、水害時の垂直避難に協力してもらう制度があります。本市にお
いても近隣の高いビルに避難できる制度を作るべきですが、伺います。マンションなどを含め、垂直避難を
した場合、１階は水浸しでライフラインは停まり、とりわけ川崎区では、３週間近く浸水したままという地
域も広範にあり、直ちに広域避難が必要になります。市内の公的施設や近隣自治体などとの協議を行い、対
象地域の住民の避難先を確保しておくべきですが、伺います。
　土砂災害ハザードマップには、「土砂災害警戒区域」が記され、本市では対象世帯に対して2015年、2016年、
2017年、そして今年と「避難準備・高齢者避難開始」や避難勧告が発令されました。この４回の発令で、何
名が避難されたのか伺います。
　西日本豪雨災害では、広島県の犠牲者のうち、約７割が土砂災害警戒区域など予め災害が想定された地域
で亡くなりました。確実な避難には何が必要と総括しているのか伺います。
　屋外の同報系防災無線は、もともと聞きにくい地域があるのに加え、豪雨の際は屋内ではまったく聞こえ
ません。長野県岡谷市、静岡県三島市などでは、ラジオつきの個別受信機を全世帯対象に1000円で販売して
います。これは放送が始まると自動で電源が入り、放送が終わると電源が切れるというもので、ラジオとし
ても持ち出せるものです。本市でも、簡易な戸別受信機を安価に普及すべきと思いますが伺います。
東扇島堀込部埋立土地造成事業に関連して
　土地造成の当初の目的として「増加する輸出用完成自動車を保管するためのストックヤードが不足する」
という理由について、先の定例会では、自動車輸出量が2017年度実績ではピーク時の56％まで落ち込んでい
ることを指摘しました。川崎港でも自動車輸出を扱っている海運会社の日本郵船は、今年４月、トルコに完
成自動車専用ターミナルを建設・運営すると発表しました。総額117億円を投資して、延長539メートルの岸
壁や立体駐車場を建設し、年間約７万８千台の輸出入車を取り扱うとのことで、日本郵船として世界で17港
目と報じられています。海外では日本郵船が自らの資金で岸壁や保管場所を建設・運営しているのに、日本
では自治体である川崎市が自動車保管場所を整備しなければならない根拠について、港湾局長に伺います。
中古自動車輸出について
　川崎港振興協会の『港かわさき』本年８月号では、邦船３社の統合会社ＯＮＥ（オーシャン・ネットワー
ク・エクスプレス）が回答する形で掲載された質疑応答では、「川崎港周辺は中古自動車の輸出取り扱いが
多い地域ですが、旧東欧、中東、アフリカ方面への輸出が多く、ほとんどが横浜港に横持ちされています」
と指摘されています。千鳥町の立体モータープールを含め、川崎港全体の輸出用中古自動車の年間取扱台数、
そのうち川崎港から直接輸出されている台数、及び、横浜港など他港へ「横持ち」されて輸出されている台
数について伺います。以上で質問を終わります。

【再質問】
2017年度決算の特徴について
　減債基金について、2017年末の残高は2205億円にものぼり、収支に130億円も必要なのに、「なぜ、積立を
優先し、市債償還額205億円に加え、さらに243億円も積み増しをするのか」という質問に対して、「適正な
積み立ては不可欠」だからという答弁でした。政令市の減債基金残高の平均は、市債返還額の平均４年分と
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なっているのに、川崎市は、11年分にもなり、人口一人当たりにすると他都市の約２倍にもなります。川崎
市の減債基金残高は、あまりにも過大だといわなければなりません。各都市によって残高にかなり差がある
ということは「30分の１ルール」が各都市の裁量に任されているということです。
　また、収支不足に対して他の自治体はどのように対応しているのかという質問に対し、「基金を活用した
財源対策を行っている」という答弁でした。結局、他の自治体は、収支不足が出た場合、減債基金や財政調
整基金などを活用して収支不足を埋め、その分積立額を減らして対応しているのです。川崎市は、なぜ、他
都市のように積立額を減らして対応しないのか、市長に伺います。
　「財政が厳しい」根拠の一つに、減債基金からの「借入の累計が299億円」という理由を挙げていました。
しかし、減債基金の残高は2205億円あるのですから、そこからたとえ299億円目減りしていると考えても、1
900億円はあり、市債償還額の９年分以上あります。
　横浜市では、2016年度決算で、減債基金残高は913億円です。市債償還額の１年分しかない計算になります。
それでも、「横浜市の財政状況」では、減債基金は「着実な積み立て」をしており「返済資力は十分に確保し
ている」という評価です。「財政が厳しい」という文言は一言もありません。この横浜市の例からしても、川
崎市の減債基金の残高状況からみて、どこに「財政が厳しい」という根拠があるのか、市長に具体的に伺います。
　答弁では、「財政が厳しい」という根拠に、消費税率の引き上げ延期、ふるさと納税の拡大、法人市民税の
国税化などを挙げていました。しかし、これらの影響は政令市ではどこも同じです。しかし、これを理由に
財政が厳しいといっている自治体はあるのでしょうか。ひとり当たりの扶助費がトップである大阪市の「予
算の概要と財政の現状」では、扶助費を理由に「財政が厳しい」とは一言も言っていませんし、消費税率引
き上げの延期、ふるさと納税の拡大、法人市民税の国税化などを理由にもしていません。
　他都市の例から見てもわかるように「財政が厳しい」という根拠は一つもないのです。他都市のように積
立額を減らして対応すれば、収支不足も出ないのです。
　それなのに、なぜ、減債基金から借入までして収支不足が出たように見せるのでしょうか。答弁にもある
ように、出てもいない収支不足を市民に明らかにすることによって、財政規律、要するに福祉や暮らしの支
出を抑制、削減するためではないですか、市長に伺います。
NECリストラについて
　対象者への面談は７月から行なわれ、既に複数回、人権侵害の違法な退職強要が繰り返されています。退
職強要をしないよう会社に求めること、市長の権限で雇用対策本部を求めましたが、「国、県、市のそれぞ
れの役割、責務に基づき、適切に対処してまいりたい」との答弁でした。NECが進めている違法な退職強
要に対しての市の役割、責務に基づきどのように対処するのか、伺います。
少人数学級について
　学級規模といじめ・不登校との関係について、単純に少人数学級だけで解決できる問題ではないとの答弁
でしたが、私たちもそんな単純なものとは毛頭考えていません。しかし、川崎の不登校は一時減ったものの、
また増えています。だからこそ、効果が実証されている少人数学級も含めたあらゆる取組が必要でないか、
ということです。少人数指導と少人数学級の評価について、少人数学級では、子ども一人ひとりに目が行き
届きやすくなるなど一定の効果はあると答弁されました。少人数学級の取組で、不登校やいじめなどの問題
行動が減少した、との項目はとても高い評価でした。これはとても重要なことではないでしょうか。
　少人数学級をベースに、教育的ニーズに取り組むことこそ必要なのではないですか。川崎市がなんでこん
なに少人数学級に消極的なのか、取り組んだ自治体であのようなよい効果がでていることをどうして川崎市
で生かそうとしないのか、理解に苦しみます。県費負担教職員の市費移管後５政令市が小学校３年生以上で
少人数学級を実施し、20政令市のうち12政令市での実施になりました。再度、拡充について伺います。
正規雇用拡大対策について
　正規雇用等転換窓口の相談件数があまりに少ないことを指摘し、今後の取り組みについて質したところ、
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出張キャラバン隊など企業訪問の機会をとらえて、相談窓口の周知を行うとのことです。これでは、企業が
自主的に相談にくるまで待つということではないでしょうか。企業訪問を通じて労働者の雇用形態の実態を
把握すべきではないですか。伺います。
　企業については、「無期転換ルール」や有期契約労働者への正社員への転換させた場合の効果などアドバ
イスをするとのことです。誰がいつどうのように企業にアドバイスをするのか、伺います。
総合自治会館用地周辺地域の活用について
　地元のみなさんからだされている要望をうけとめて活用を求めたのに対して、魅力的な企画、効率的な運
営や財政負担の軽減を図るため民間事業者の活用を前提するとの答弁でした。誰にとっての魅力的な企画と
いうのですか。市民の財産である公有地を、効率的な運営や財政負担軽減を図るためといえば、市民は納得
するというのでしょうか。民間事業者の活用を前提として、貴重な市有地を民間にゆだねる手法で活用を決
めていくというやり方はもうやめるべきです。こうした手法でまちづくりが進むことを地元商店街や町内会
など市民は望んではいません。民間に貸し出しを検討している区域については、老人いこいの家や災害時に
避難できるようなスペースの確保など、市民が切望している山積する行政課題を最優先にしていくよう見直
すべきです。伺います。総合自治会館の再利用について、答弁がありませんでした。公共施設の長寿命化を
推進する本市として総合自治会館の活用を検討課題にすべきです。再度、伺います。
防災対策について
　相次ぐ自然災害はあきらかに異常気象が引き起こしているものであり、地震も列島全体が不安定な状況に
入っています。これまでの延長線上ではない対策が求められており、政治が知恵と力を尽くして市民を守ら
なければならないときにきています。市のホームページで洪水ハザードマップへのアクセスが急増している
ことに見られるように、市民は関心を高め、行動を始めていますが、行政は被害を少しでも減らす努力をし
ているのでしょうか。市民に自助ばかりを押し付けて、公助がおろそかになってはなりません。市民の努力
と行政のハード事業があいまって、はじめて災害対策といえると思います。浸水時にいち早く避難できるよう、
「水害時避難ビル」や、広域避難の具体化を提案しました。大阪市のような「水害時避難ビル」の検討は直ち
に行うべきです。再度伺います。
　本市管理の河川改修は、時間雨量50ミリ対応の整備が終わっているのが８割、35ミリ対応の河川も残され
ています。五反田川放水路と平瀬川支川、三沢川の改修工事が完成したあとの計画がまだないとのことです。
河川改修は長い時間がかかります。市としてさらに改修すべきところはないのか、検討すべきと思いますが、
建設緑政局長に伺います。
　避難所についても伺っておきます。命からがら逃げてきた人たちが、避難所で命を落とすという悲劇が後
を絶ちません。私たちは東日本大震災の翌年に、市の地震防災戦略のあり方に関する研究委託を行い、その
中で避難所で命を落とさない対策を提案してきましたが、先般、国際赤十字の災害や紛争時の避難所につい
ての基準を定めた「人道憲章と人道対応に関する最低基準」－「スフィア基準」が報道されました。
　それによると、一人当たり3.5平方メートルの広さで、世帯ごとに覆いのある空間を確保することや、ト
イレは20人に１つ以上、男女別に使えるなどとしています。報道では、その基準で作られたイタリアの避難
所の様子が映り、あまりの違いに驚きました。市は災害で避難してきた市民の人権を守るという立場に立ち、
避難所を体育館に限定せず、市内のあらゆる宿泊施設や公的施設を避難場所として指定できるよう連携を作
るとともに、体育館に集まった人たちをすぐに空き住宅などに案内する仕組みを作るべきですが、伺います。
【再々質問】
2017年度決算の特徴について
　減債基金について、「なぜ、積立を優先し、243億円も積み増しをするのか」という質問に対し、そうしな
いと「収支不足が明らかにされず」「財政状況の実態が見えにくくなる」という答弁でした。しかし、他都
市と同じように積立額を減らして対応すれば、収支不足は出ないのです。大阪市の「財政の現状」では、「基
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金を活用することから、実際の収支不足は生じません」ときちんと説明しています。「財政の実態」という
のなら、過大な残高がある減債基金の実態こそ、市民に明らかにすべきです。
　答弁では「負担を将来世代に強いることのないように」、また、防災や将来の人口減少などの課題に必要
だから、これだけの額を積み立てていると述べています。しかし、17年度決算でも減債基金残高は、市債償
還額の11年分もあり、10年後の2027年度の推計でも3023億円にも上り、市債償還額の９年分です。他都市並
みの残高にすれば、2000億円で足りるはずであり、あまりにも過大です。本当に、将来世代のため、防災、
人口減少に備えるというのであれば、ため込まないで、少子化や防災、施設の長寿命化対策に、もっと投資
すべきです。そうしてこそ生きたお金の使い方であり、将来世代の負担を減らし、防災や人口減少にも対応
できるのではないですか、市長に伺います。
総合自治会館用地周辺地域の活用について
　総合自治会館の建物の再利用については、リノベーションなど既存施設の活用を図るということで、解体
をすることを前提にしないと、理解をしました。
　さらに、活用については、地域から具体的に強い要望が出されているのに、まず、民間事業者に丸投げで、
市場性の有無を優先させるなどということは、本来、行政のやることではありません。市民の声をいかして、
行政の側が、主体的に提案をしなければ、市民の要望は実現できないではありませんか。考え方があべこべ
です。地元商店街や町内会等の地域の意見要望をふまえた活用を全面的に取り入れるべきです。再度伺います。
【最後の意見】
防災対策について
　災害が相次いでいるいま、避難所が人権を守るものになるよう、根本的な検討を求めておきます。
決算の特徴について
　収支は減債基金への積立額を減らして対応すれば、収支不足は出ず、借り入れる必要もありません。減債
基金について答弁では、「減債基金の積立は、資金を内部に留保するためのものではない」としていますが、
他都市から見れば、明らかにため込みすぎです。「将来の行政需要への対応に支障とならないように」とい
いますが、「支障にならない」どころか過大すぎます。これは、見解の違いではなく、他都市の状況から見
れば客観的な事実であることを指摘して、あとは委員会に譲ります。

2018年第３回川崎市議会決算審査特別委員会総括質疑（10月５日）

2017年度決算の財政状況と減債基金について
　川崎市の決算について、市税収入は４年連続過去最高であり、財政力指数は10年以上政令市トップを続け、
市債償還のための減債基金は243億円積み増しして2200億円を超え、財政健全化指標は、極めて優良である
ことを示し、川崎市は政令市で最も豊かな財政を持つことを明らかにしました。
　また、私たちは「財政が厳しい」という根拠について一つ一つただしてきました。「扶助費の増大」を理
由に挙げていましたが、増加した部分のほとんどは国や県からの補助で賄われ、一人当たりの扶助費の額は
引き続き政令市平均以下であり、政令市で扶助費がトップの大阪市でさえ扶助費を理由に「財政が厳しい」
とは言っていません。扶助費の増加を理由に「財政が厳しい」とはいえません。
　「減債基金からの130億円の借入」を厳しい理由に挙げていますが、減債基金に積み増した額243億円から
収支に必要な130億円を減らして対応すれば、収支不足も出ず、借り入れる必要はないのです。まさに「見
せかけの収支不足」です。大阪市でも基金を活用して収支不足を出さないようにするなど、他都市は基金の
積立額を調整して対応しているのです。この方法だと「市債償還財源の確保が困難になる」という答弁でし
たが、これを10年続けても10年後の減債基金の残高は、2519億円で市債償還額の８年分であり、「償還が困
難になる」という状況はあり得ません。
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　「財政が厳しい」という根拠に、消費税率の引き上げ延期、ふるさと納税の拡大、法人市民税の国税化な
どを挙げていましたが、これらの影響は政令市ではどこも同じです。横浜市や大阪市を見ても、これらを理
由に「財政が厳しい」とはしていません。「普通交付税の不交付団体だから」という理由もあげていましたが、
そもそも国は、川崎市は財政が豊かだと判断して不交付としているのですから、不交付だとして「財政が厳
しい」という根拠になりません。このように、「財政が厳しい」という根拠は何一つないことは明らかです。
結局、収支不足があるように見せかけ、「財政が厳しい」としているのは、市民の福祉・くらしの支出を抑
制するためではないですか、市長に伺います。
　「財政が厳しい」といっている一方で、減債基金には過大な積み立てをしています。減債基金の残高は、
政令市平均では市債償還額の４年分ですが、川崎市は17年度11年分にもなり、一人当たりの額は政令市の1.8
倍です。これを政令市並みの市債償還額４年分にすると残高は1000億円前後あれば十分であり、他都市より
も川崎市は1200億円も過大となります。10年後にしても、推計では3023億円にもなり市税収入に匹敵する額
となります。これは政令市平均よりも1000億円以上も過大となる金額です。市長は「資金を留保するもので
はない」といいますが、明らかに「ため込みすぎ」です。
　市長は、また「負担を将来世代に強いることのないように」とのべていますが、本当に、将来世代のため
というのであれば、ため込まないで人口減少や少子化、防災など、将来のために投資をするべきです。少子
化対策は効果が出るまでに数十年かかります。人口減少になってからでは遅いのです。いつ起こるかわから
ない災害に備えることは、喫緊の課題であり、早く着手することで多くの命が救われます。減債基金の他都
市よりも過大となっている1000億円は、そうしたところに使ってこそ、生きたお金の使い方であり、将来世
代の負担を減らすことにつながるのではないですか、市長に伺います。
４款１項２目保育事業に関連して保育園の実地検査等について
　監査に係る2017年度決算額は１項１目財務状況分析等委託料549万円余、２項２目財務分析委託料として2
160万円です。
　待機児童対策で認可保育所が急増してきました。量の確保とともに、健やかな育ちを支える「保育の質」
の確保が求められています。開設して半年経つが保育室におもちゃが少ししかない。若い保育士ばかりで不
安などの声が届くことがあります。児童福祉法の施行令は、都道府県や政令市、中核市に年１回以上、管内
全ての保育所の実地検査を義務づけています。
　本市の認可保育園、認可外保育園への実地検査事業の内容、方法、回数を含めた考え方について、及び実
地検査体制を伺います。認可保育園について、2017年度に行なった実地検査の回数を保育園、幼保連携型認
定こども園、地域型保育事業別に伺います。検査の結果、問題がある保育園の件数と内容及び対応について
伺います。認可外保育所の実地検査についても伺います。
３款１項６目障害者スポーツ推進事業費に関連して、リハビリテーション福祉センターにおける体育館と
プールの管理運営費について
　５款５項２目の中の、小事業として、決算額が1337万円余計上されています。
障害者スポーツの推進について健康福祉局長に伺います。
　市民文化局は、分科会において、今後の取組みについて、既存のスポーツ施設を活用し、快適に利用でき
る環境整備を進める。「障害者スポーツデー」の回数を増やし、多くの障害者の方が参加できる競技に絞る。
障害者スポーツ用具を順次配備する。初級障害者スポーツ指導員を養成すると回答しました。
　「障害者スポーツデー」は各スポーツセンターで、年１回、１コマ３時間、専用スペースを確保し、計447
人が参加しました。今後回数を増やすには、コマ数をどれだけ増やせるか大きな課題であり、リハビリテー
ション福祉医療センターの体育館とプールの専用施設としての役割は大変重要です。
　障害者スポーツは、スポーツを通してのリハビリ効果が大きく、身体の機能回復及び健康増進を図る等大
切な目的があると思いますが、障害福祉と医療を所管する健康福祉局としての見解を伺います。そのために
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は、障害特性への配慮と安全が充分確保される必要があると思いますが伺います。
　体育館の2017年度の利用者と引率者の利用人数は8384人で施設の利用状況はほぼ100％に近いとのことで
す。プールの利用者も大変多く7,8月2007人とのことです。利用団体登録は，桜の風等井田地域施設が７施設、
あかしあ園等障害者施設が10施設、川崎市自閉症協会等障害児施設が７施設、ショートテニス同好会等団体・
サークルが11団体の他、川崎市身体障害者協会、市民文化局スポーツ室、健康福祉局精神保健福祉センター
など、38団体にも上ります。
　2017年２月に策定された「川崎市リハビリテーション福祉・医療センター再編整備・第３次追補版」では、
「リハビリテーション福祉・医療センター」の利用者をはじめとする障害児・者の健康づくりや社会参加の
場として活用されている事を考慮して、今後の施設のあり方を検討するとしています。あり方についてこう
した利用者や障害者団体から意見をしっかり聞いているのか、どのような意見なのか伺います.2020パラリ
ンピックに向けて、障害者スポーツの人口と気運が高まると思われる中、体育館及びプールの既存の機能を
含めどういう方向で検討しているのか、検討のスケジュールも含め伺います。
川崎市障害者優先調達について
　本市は障害者優先調達法に基づき、2013年障害者優先推進方針を策定しました。実績は、2016年度が78件
約2400万円、2017年度が70件約3250万円で、金額は約850万円増加していますが、８件減っています。目標
を達成するのであれば、年度終了時にならないと契約件数の結果がわからないというのではなく、各部局に
目標をもってもらい、年度の中間時期に実施状況を調査して、促進していくべきと思いますが、伺います。
12款１項１目市民救命士等の養成の応急手当講習について
　本事業は、行財政改革プログラムに位置づけられ、昨年度からは100％川崎市消防防災指導公社への外部
委託と同時に「受益と負担の適正化を図る」としてそれまで無料の受講料を有料化にしました。目的の「更
なる市民救命士等の養成と救命効果の向上」を図るとしたものの、昨年実績は前年度から講習数は490回か
ら262回、受講者数は11,895人から5,932人と半減しました。
　受講回数が大幅に減少した最大の要因は、事業所等からの依頼講習が有料となったことを上げています。最
も多かったPTAからの依頼講習は３割以下に、町内会・自治会からは６割台に減少しました。こうした実態か
らPTA、町内会・自治会、などの関わりで応急手当講習に参加する機会を無くした方が多くいたことが判ります。
　応急手当講習は、心肺蘇生法やＡＥＤの使用法、止血法など救急患者の救命に必要な応急手当の知識や技
術を、市民が身につけ一般市民の救命に貢献するものです。そもそも、このような事業に「受益と負担の適
正化を図る」という理念を押し付けることは間違っています。本来は、消防署職員を増員し、職員が市民の
応急手当講習の指導をすべきと思います。全面的な外部委託も見直し、受講者の自己負担は止めるべきです。
市長に伺います。
７款５項１目雇用労働福祉費・就業支援について
　2015年度から、労働状況実態調査を専門機関に委託し、2017年度は126万円余を支出しました。調査結果
をふまえ就業支援施策にどう生かしてきたのか、伺います。
　７月に発表された、2017年就業構造基本調査の川崎市内の雇用状況についてです。川崎市内の会社などの
役員を除く雇用者は77万9000人と５年前に比べて９万9500人、約10万人増えています。従業員の割合は65.
8％、非正規職員・従業員は34.2％で、2012年の調査時とほとんど割合は変わらず、正規と非正規が固定化
されている状態です。派遣職員は1.6倍にも増えています。
　所得階級でみると、年収300万円未満は、前回調査より約３万２千人増え約34万７千人と全体の42.5％を
占め、50万円から99万円は10％を超えました。250万円から499万円は32.6％と2.1％減少しています。一方、
1000万円以上は増え、特に1500万円以上では170％と約1.7倍になっています。中間層の所得が減少し、所得
格差が広がり、２極化がすすんでいることがわかります。この結果からすると、低所得層の増大は、非正規
雇用労働者の雇用条件に連動していることがわかります。
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　市長は、雇用条件が改善しているとの発言を繰り返していますが、その根拠は求人倍率が昨年より上がっ
たということだけです。有効求人数には、正規と非正規の両方の求人が含まれます。こうした実態を踏まえ
ると、何よりも正規労働者の雇用拡大策に力を尽くすことが、市には求められているといえます。具体策に
ついて伺います。
木造住宅耐震対策推進事業について
　木造住宅耐震改修助成の2017年度決算額は5223万円で執行率は44％、件数にするとわずか60件でした。20
15年度末での川崎市の木造戸建て住宅の耐震性不足建物は、約35000戸あると推計され、2020年までに8900
戸もの住宅を耐震化する必要があります。とてもこのペースでは達成できない状況です。2020年までにどう
やって目標の8900戸の耐震化を進めるつもりなのか、伺います。
　耐震化が進まない最大の原因は、経済的な理由ですが、川崎市は、木造住宅耐震改修助成の限度額を2016
年度から一般世帯では200万円から100万円に。非課税世帯では300万円から150万円にと半分に引き下げられ
てしまいました。補助率もそれぞれ２／３、３／４と必ず自己負担を生じます。横浜市など他都市がやって
いるように補助率を定めず、限度額までは全額出す方式の自治体では実績を伸ばしています。北海道胆振東
部地震など地震・災害が頻発している現状からみても、進まない最大の原因を解決して、一刻も早く耐震改
修を進めるべきです。せめて、木造住宅耐震改修助成の補助率の制限をやめ、限度額をもとの一般世帯200
万円、非課税世帯300万円に引き上げるべきと思いますが、伺います。
ナノ医療イノベーションセンターについて
　2017年度、施設運営費を施設管理費と研究支援事業費に分けました。施設管理費については、入居の賃料
によって「立ち上げ期間７年間」という基本協定内にあくまでも目標入居率90％を達成し、賃料収入の確保
に努めていきたい、との答弁でした。しかし、入居率は2017年度、基本協定に基づく目標入居率の60％にも
及ばず56.3％です。2018年度は目標65％に対して54.9％と入居率は下がっています。あと３年で90％まで達
成することは、かなり大変なのでは、との問いにもあくまで、「基本協定に基づく支援については、目標入
居率を達成することにより賃料収入を確保し、平成33年度末をもって終了する予定」と、分科会で答弁され
ました。再度伺いますが、努力しても目標入居率が達成できなかった場合、施設管理費はどこから補うので
しょうか、伺います。
　研究支援事業については、研究活動の一層の活発化や安定的な運営を図り、研究費の更なる獲得や、研究
成果をより早く世にだすため、産業振興財団と市の連携による戦略的な対応を行うことが必要である、とし
て強化し、その財源は市費に加え、国費や企業からの共同研究費などにより実施されるものと答弁されました。
　確かに、国や企業からの共同研究費はその総額の13分の３は研究費以外に充てることができる規定になっ
ていると聞きましたが、あくまでできる規定であり、あてにできるものではありません。
　私たちは、先端医療の研究、基礎研究の発展そのものに反対ではありません。しかし、このようなかたち
で、市費を投入していってよいのでしょうか。
　今回、人類共通の課題である「がん」や「認知症」などの新たな治療法を研究する社会的インパクトが非
常に大きな研究が着実に進められており、その研究結果の実用化が近づいてきているとしています。
　また、その研究成果の事業化に向けてｉＣＯＮＭ発のベンチャー企業が２社設立されるなど、今後の実用
化が期待されるところと分科会で答弁されました。しかし、本格的に実用化されるにはまだ道のりは遠いと
思います。さらに研究成果を生かした市内企業・特に中小企業での実用化、市場化による経済波及効果につ
いて聞きましたが、はっきりした答弁はありませんでした。研究成果を生かし事業化されたとしても、市内
の中小企業と連携し、雇用を創出し、税源培養になるのでしょうか、伺います。
　希望的観測が続く中、研究支援事業の強化については、その期間も金額も限定しないというものです。市
民に対しては、川崎の財政は厳しい、予断ならない事態だとかいい、しかし、このような研究支援にはその
期限も金額の歯止めもなく、支援強化というかたちで限りなく市費を投入していくというのは、言っている
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こととやることが矛盾しないのですか、市長に伺います。以上で質問を終わります。

【再質問】
2017年度決算の財政状況と減債基金について
　減債基金について答弁では「借入が累計で299億円ある」ことを「財政が厳しい」根拠にしていますが、減
債基金残高は借入額299億円が目減りしたとしても、1900億円もあります。これは市債償還額の９年分で、こ
れでも他都市と比べると過大な額です。減債基金は「資金を内部に留保するためのものではない」という答
弁ですが、他の政令市の残高は、市債償還額の４年分なのに川崎市は11年分あり、ため込んでいるというの
は事実です。「将来の行政需要への対応の支障とならないように」という答弁ですが、10年後の残高は、3023
億円にもなり、市税収入に匹敵する額で、市債償還額の９年分です。行政需要の支障になるなど考えられま
せん。10年後に、９年間も減債基金への積立額がゼロとなるような事態が想定されるのか、市長に伺います。
　川崎市の将来の課題として、答弁では、社会保障、防災・減債対策や人口減少をあげて「将来世代への過
度な負担を強いることがないよう」に減債基金へ積み立てるとしています。人口減少や防災対策などは、大
変な年数と財源が必要な問題だからこそ、今から対応すべきではないですか。木造住宅の耐震化が必要な住
宅が35000件も残っている現状や子育て分野でも小児医療費無料化が政令市で最も遅れている現状などを放
置しておくのか、または今から対応するのか、市長に伺います。
障害者スポーツ推進事業について
　障害者スポーツはリハビリテーションの一環としての位置づけがあり、身体機能の回復・維持などにつな
がるもので、障害の特性を理解し充分に配慮しながら安全に実施する事が大切であるとの答弁でした。「リ
ハビリテーション再編整備・第３次追補版」で述べている、体育館とプールについて、検討するとしている
今後のあり方の考え方とスケジュールについてですが、この計画の基本となる、2008年に策定された「川崎
市リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画書」では、この施設を改修し、「障害者のスポー
ツ・レクレーション振興の中核施設」「障害者スポーツの競技会場」「健康づくりの拠点」「市民相互の交流
促進の拠点」という４つの主な機能をもつ「障害者専用スポーツ施設の整備を行なう」と明記しました。障
害者スポーツを取り巻く環境が変化しているとはいえ、今後の体育館・プールのあり方について、この機能
を担保したものにすべきと考えますが見解と対応を伺います。老朽化に関する調査結果はいつごろまでにで
るのか、また調査結果を踏まえた再編整備計画をいつまでに出すのか伺います。
保育所の実地検査について
　認可保育園への改善報告を求める文書指示事項は保育所324施設中65件、幼保連携型認定こども園２施設で
３件、地域型保育所60施設中24件あったとのことです。内容として、職員配置、保育の指導計画に関する指
摘もあったとのことでした。職員配置については、何を指摘されたのか、また、改善されているのか伺います。
　また、認可外保育施設への指導監督について、川崎認定保育園131施設、おなかま保育室５施設、地域保
育園35施設、届け出対象外55施設で合計226施設で実施、改善報告を求める口頭指導は、226施設中、遊具の
充実に対するアドバイスや荷物の落下防止が不十分であるとの事に対する指摘が287件、そのうち文書指導
に至ったものは、有資格者の不足が２件あったとのことで、これは見過ごすわけにはいかないと思います。
いずれも保育内容にかかわる重要な問題です。改善されたのか伺います。
子どもの命や育ちに直結する保育の質の低下が懸念される監査結果については、行政がより丁寧に関わる必
要があると思いますがどのような対応をしているのか、伺います。「施設の増加に体制が追いついていない
のではないか」「年度が替わると、保育士の入れ替わりも激しい」などの声が聞かれます。継続的に安全や
健全な運営を保つためにどのような対応をしているのか伺います。新しい園に対しては定期的に相談に乗る
等が必要と思いますが伺います。
【最終意見】
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　減債基金について、わが党は、他都市と比べて本市は過大であるという根拠を示して、「ため込みすぎ」
だと質しましたが、答弁は「資金を内部に留保するためではない」というだけで、その根拠は示されません
でした。将来の市債償還についても、答弁は、「市債の償還財源を十分に確保することが困難となる」と述
べるだけで、その根拠はありませんでした。「ため込みではない」「困難になる」というのであれば、その根
拠を示すべきです。この問題については、引き続き論議をしていきたいと思います。

2018年第３回川崎市議会定例会代表討論（10月15日）

2017年度（平成29年度）決算の各会計決算認定について
歳入の特徴について
　わが党は、2017年度一般会計決算について、市税収入は４年連続過去最高であり、財政力指数は10年以上
政令市トップを続け、減債基金は243億円積み増しして2200億円を超え、財政健全化指標は、極めて優良で
あることを示し、川崎市は政令市で最も豊かな財政を持つことを明らかにしました。また、「財政が厳しい」
という根拠について一つ一つただしてきました。
　第１の理由「扶助費の増大」については、一人当たりの扶助費の額は引き続き政令市平均以下です。第２
の理由「減債基金からの130億円の借入」も、減債基金への積立額を減らして対応すれば収支不足も出ず、
借り入れる必要はなく、10年後の減債基金残高は市債償還額の８年分であり、「償還が困難になる」状況は
あり得ません。消費税率の引き上げ延期、ふるさと納税の拡大、法人市民税の国税化、また、「普通交付税
の不交付団体」という理由も根拠にならないことを示し、「財政が厳しい」という根拠は何一つないことは
明らかにしてきました。
　「財政が厳しい」と強調する一方で、減債基金には過大な積み立てをしています。17年度の減債基金の残
高は、政令市平均では市債償還額の４年分ですが、川崎市は11年分にもなり、他都市よりも川崎市は1200億
円も過大です。10年後にしても、他都市より1000億円以上も過大であり、明らかに「ため込みすぎ」です。
　総括質疑では、このことを指摘し、質しましたが、答弁は「資金を内部に留保するためのものではない」
というだけで、その根拠は示されませんでした。将来の市債償還額について、10年後の残高を示して市債償
還に何の問題もないことを質したのに対し、答弁は、何の根拠も示さず「市債の償還財源を十分に確保する
ことが困難となる」と繰り返すだけでした。
　このように、減債基金についても、財政が厳しいことについても、答弁では何の根拠も示されませんでし
た。結局、過大な減債基金の実態を隠し、収支不足があるように見せかけ、あれだけ、「財政が厳しい」と
繰り返しながら、その一方で、臨海部国際戦略総合特区には際限もなく税金を投入していくというのは、財
政の厳しさを自ら否定していることになりませんか。
　市長は、また「負担を将来世代に強いることのないように」とのべていますが、本当に、将来世代のため
というのであれば、ため込まないで人口減少や少子化、防災など、将来のために投資をするべきです。少子
化対策は効果が出るまでに約30年かかります。人口減少になってからでは遅いのです。いつ起こるかわから
ない災害に備えることは喫緊の課題であり、早く着手することで多くの命が救われます。「将来のために」
というのであれば、他都市よりも過大となっている減債基金の1000億円は、人口減少や少子化、防災など多
大な年数と財源が必要な分野に対して、今から使うことを強く求めます。
歳出の特徴についてです。
私立幼稚園児保育料等補助事業について
　私立幼稚園の入園料補助制度の創設を求めました。2017年度の本市の保育料平均額は年36万2,400円、入
園料平均額は14万８千円でいずれも政令市で最も高額です。入園料も含む国の保育料等補助金は最大で年額
30万８千円ですが、入園した年は合計51万400円かかり、20万2400円は自己負担となり、無償化とはほど遠
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いといえます。とりわけ、低所得世帯、ひとり親世帯、多子世帯には重い負担です。大田区は11万円、品川
区では10万円をはじめ多くの区で入園料の補助を行なっています。入園料の補助制度の創設を求めます。
学校の特別教室と体育館への空調設備の設置について
　子どもの健康と命を守る対策は急務として特別教室と体育館への空調の早期設置を求めました。決算分科
会で、特別教室については長期保全計画の第１期取組み期間である平成26年度から概ね10年間に、Cグルー
プである築31年以上の98校については全ての特別教室に設置を予定しているとのことでした。しかし、平成
34年度以降の学校は未定です。更に、築21年以上のBグループと20年以下のAグループについては、空調を
設置する計画になっていません。分科会でも要望しましたが、健康と命を守るための空調設置は、長寿命化
を図る長期保全計画とは別に急ぎたてること、「学校施設環境改善交付金」を最大限活用して設置テンポを
引上げることを強く求めます。指定避難所に指定された体育館等公共施設の空調設置については、総務省の
【緊急防災・減災事業債】を活用して設置を急ぐよう求めました。命を守る緊急対策として、関係局との協
議を前向きに進め、早期に全校設置することを強く求めます。
障害者スポーツの推進事業について
　総括質疑で健康福祉局長は、障害者スポーツは社会参加の観点やリハビリテーションとしての位置づけが
あり、身体機能の回復・維持等に繋がるもので、障害特性を理解し、十分に配慮しながら、安全に実施する
ことが大切であると答弁されました。リハビリテーション福祉医療センターの体育館の2017年度利用者は
8384人、ほぼ100％に近い利用状況です。７、８月のプールの利用者も2007人にのぼりました。また、利用
登録団体は38団体にものぼる等、長年多くの障がい者の方々に利用されてきました。
　2008年に策定した「川崎市リハビリテーション再編整備基本計画書」では、主な機能等を位置づけ「障害
者専用スポーツ施設の整備を行う」としましたが、昨年１月に策定した、同計画書の第３次追補版では、既
存の機能を鑑みつつ、引続きあり方の検討を行うとしています。また、総括質疑では、今月末をめどにださ
れる老朽化の調査結果を踏まえ、関係局と調整するとの答弁でした。利用者や登録団体の方々の意見・要望
等を踏まえ、当初計画の機能をしっかり担保することを障害福祉と医療を所管する健康福祉局長に強く求め
ておきます。
　市民文化局の取り組む「障害者スポーツデー」は、各区のスポーツセンターで年１回、１コマ３時間を確
保して実施、2017年度は計447人が参加、今後は回数を増やすとのことですが、コマ数をどれだけ増やせる
かなどの大きな課題があります。小中学生対象の「パラスポーツやってみるキャラバン」や障害者スポーツ
用具の順次配備、指導者の育成等、これらの取組みは必要と思いますが、どのような障害特性を持つ方々も、
広くスポーツに参加できるようにするうえで重要なのは、障害特性に配慮される専門性と安全が確保された
環境が必要ということです。障がい者専用のあるいは優先スポーツ施設を有する多くの自治体があるのです
から、健康福祉局と市民文化局がしっかり連携し、本市も前向きに検討することを強く求めます。
国民健康保険特別会計国保加入者の特定健診について
　本市の昨年度の特定健診受診率は今年６月時点の集計で26.4％、保健指導実施率は3.7％です。2016年度
の全国平均の特定健診受診率36.6％、保健指導実施率24.7％、神奈川県内平均の特定健診受診率27.0％、保
健指導実施率11.4％で本市の受診率及び保健指導実施率は全国、県内に比べ、いずれも下回っています。
　全年齢平均の特定健診受診者の医療費は、受診していない人の約半分であることから、生活習慣病の早期
発見と予防のために受診率を上げることが医療費の抑制につながることが明らかになっています。横浜市は
「受診率向上を最優先で取り組む」として、今年度から特定健診費用の自己負担を無料にしました。
　本市も特定健診受診率、保健指導実施率の向上に向け、特定健診費用の自己負担の無料化を図るよう求め
ました。答弁では、「自己負担額については、受診率の向上に向けた他都市の取組状況等も参考にしながら、
研究して参りたい」とのことでした。健康寿命の延伸、医療費抑制につながる特定健診費用の自己負担の無
料化を求めます。
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事業系一般廃棄物の処理手数料値上げの影響について
　2017年度から、事業系一般廃棄物の処理手数料が値上げされました。分科会の答弁では、１キログラムあ
たり12円から15円に値上げしたため、収集量は7000トン減少したにもかかわらず、手数料収入は２億８千万円
増収とのことです。収集量が7000トン減少した要因は、処理手数料の見直しにより、排出事業者が減量化、
資源化を行ったからだということでした。収集量がこれだけ減っているのに、２億８千万円もの増収になった
のですから、中小零細の排出業者にかなりの負担が増えたと推察されますが、市として影響調査は行っていな
いとのことです。市内中小業者を守る立場から、どのような影響があったのか調査することを求めておきます。
防災対策の強化について
　相次ぐ自然災害が起きているもとで、これまでの延長線上ではない対策が求められています。
　洪水ハザードマップへのアクセス急増、市民が関心を高め、行動を始めているいまこそ、「水害時避難ビル」
の検討を直ちに行うことを求めておきます。北海道胆振東部地震では、宅地で液状化が発生し、大変な被害
がおきました。川崎市の液状化ハザードマップについて伺い、今後地震被害想定調査を再検討するなかで、
市民への周知方法なども併せて検討するとの答弁でした。改めて求めておきます。
避難所のあり方について
　避難所を体育館に限定せず、市内のあらゆる宿泊施設や公的施設を避難場所として指定すること、体育館
で避難している人たちをすぐにでも空き住宅などに案内できるように関係局とのさらなる連携を求めます。
　この間の地震では地震のあとに体調を崩すなどして死亡に至った「震災関連死」のうち45％にあたる人が、
避難所生活や車中泊を経験していたというNHK調査があることも示して、避難所の環境改善も提案いたし
ました。「人権憲章と人道対応に関する最低基準」スフィア基準に基づき、ダンボールベッドの配備、世帯
ごとに覆いのある空間を確保すること、トイレ問題では、トイレは20人に１つ以上、男女別に使えること、
特に女性が水分補給を控えて血栓ができやすいとの調査結果も踏まえて、女性のトイレ数は男性の３倍必要
であること、さらに避難所での「寝食分離」への改善などを含めて避難所の環境改善に抜本的に取り組むこ
とを強く要望いたします。
　様々な自然災害による被害を最小限にとどめるためには、市民の「自助」「共助」の取組と、効果的な「公
助」の取組に基づく防災体制の推進が重要との答弁がありました。この間、被災地への支援を行ってきた教
訓を生かし、抜本的な対策が進みますよう要望いたします。
　防災対策の要である木造住宅耐震改修助成の2017年度決算額は5223万円で執行率は44％、件数でわずか60
件でした。耐震化が必要な建物が約３万5000戸残っており、地震・災害が頻発している現状からみても、耐
震改修は喫緊の課題です。せめて、木造住宅耐震改修助成を補助率は設けない制度にして、限度額をもとの
一般世帯200万円、非課税世帯300万円に引き上げ、早急に耐震化を進めることを強く要望します。
　北海道胆振東部地方の大地震による全域停電では、家庭などに普及した太陽光発電が非常用電源として大
いに役立ったとのことです。ＨＥＭＳ設置にかかわらず、太陽光パネルの補助を行い、設置件数を大幅に増
やすことを求めておきます。
ナノ医療イノベーションセンターについて
　キングスカイフロントのライフサイエンス分野の拠点形成となる先導的な施設として、川崎市の依頼によ
り川崎市産業振興財団が事業者兼提案者となって整備された「ナノ医療イノベーションセンター」です。
　この間、建設費35億円のうち川崎市から貸付金10億円、8000㎡の用地は川崎市がＵＲから16億4000万円で購
入し、無償で貸与しました。その後、2015年から７年間の「立ち上げ期間の支援」として総額９億円を上限と
する支援を決め、2017年度までにそのうちの6.3億円が市負担金分として支出されており、残りは2.7億円です。
　センターの収支状況は、施設利用者からの入居に伴う賃料に加えて、研究費から一定割合が振り分けられ
る研究間接費、及び基本協定に基づく立ち上げ期間の支援である市負担金によって施設運営が行われてきま
した。そのうち施設管理費にあたる入居率は現在54.9％です。支援期間が終わる３年余のなかで、目標90％
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まで達成するのは、難しいのではないか、もし達成できなかった場合、どのように捻出していくのか、の質
問に対し、基本協定が終わる2021年度末において、目標入居率が達成できるものと考えているとの希望的答
弁に終始しました。さらに今回、研究活動の一層の活性化や安定的な運営を図り、研究費の更なる獲得や、
研究成果をより早く世にだすため、産業振興財団と市の連携による戦略的な対応を行うことが必要であり、
その支援を強化していく、として市費を中心に新たな財政出動の枠組みをつくることが明らかになりました。
しかも、その財政的規模も示さず、強化支援期間も示さないというものです。
　結局、施設運営費を入居料が占める施設管理費と研究支援事業費に分けたものの、支援期間が終了した時
点で、この仕切りを外して限りない財政投入をしていくのではないか、との疑念は払拭できません。
　さらに研究結果の実用化が近づいてきているとしていますが、研究成果を生かし事業化されたとしても、
市内企業・特に中小企業での実用化、雇用の創出、市場化による経済波及効果については、最後まで希望的
観測による答弁に終始しました。
　川崎市が産業振興財団といっしょに研究支援強化という形で、新たな市費投入の枠組みをつくり、際限の
ない市費負担を続けていく、一方市民に対しては、川崎市の財政は厳しいことをことさらアピールしていく
と語っている、まさに矛盾する発言です。新たな支援強化はやるべきではありません。
議案第105号　川崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
　我が党は、より深刻なプライバシー侵害や犯罪を招くおそれがあるマイナンバー制度導入については、反
対をしてきました。本議案はマイナンバー制度の利用を拡大するもので、個人情報の保護の観点から賛成で
きません。
議案第109号　川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　本条例改定は、サテライト型養護老人ホームを設置することができる本体施設に養護老人ホームを加える
とともに、サテライト型養護老人ホームにおける主任相談員の配置基準を、本体施設では常勤１名以上とさ
れているものを「常勤換算」１名以上に規制緩和するものです。主任相談指導員は、入所者の処遇に関する
計画の策定、入所者又はその家族に対する相談助言その他の援助、入所に際しての調整など重要な役割を果
たす存在です。入居者の処遇に影響を及ぼす規制緩和は行うべきではありません。本条例改正には反対です。
議案第111号川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　私たちは、2014年に制定された「家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例」に、保育士等の
有資格者について現行基準を後退させるとして反対しました。
　今回の改正の１つは、家庭的保育事業の、代替保育に限っては提供先を、小規模保育事業A型もしくはB型、
又は事業所内保育事業から確保できる事を可能とするものです。家庭的保育事業と同列の小規模保育事業自
体が、支援を受ける連携施設・協力施設を持たなければならず、日頃交流のない小規模保育事業等に代替保
育のみ、お願いするのは乳児にとっても、保育従事者にとっても大きな負担と不安をもたらすものです。２
つは、家庭的保育事業は、個々の発達に応じた離乳食、アレルギーの除去食の提供、体調不良時のメニュー
変更等の臨機応変の必要から自園調理を原則としていますが、設備の確保が困難な実情があることから５年
間の猶予期間を延長して10年にするとしています。さらに、自園調理の原則はあるが外部搬入の許容範囲を
拡大するという改定です。困難な状況のある家庭的保育事業施設には、行政がしっかり支え支援する事を求
めます。同時に、乳幼児の心身の成長を育む上で最も大切な「食事の提供」に関する規制緩和はすべきでは
ないと考えます。以上の理由からこの議案には賛成できません。
議案第113号川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　この改正は、駐車整備地区もしくは近隣商業地域の区域内において整備すべき駐車場の基準を緩和するも
のです。百貨店その他の店舗または事務所の用途に供する部分について、百貨店・その他の店舗では200㎡に
つき１台だったものを300㎡に１台に。また事務所については350㎡につき１台にするなどです。「駐車需要の
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低減傾向」や自動車交通量の減少傾向を緩和の根拠にしていますが、川崎駅前では、大型商業施設の駐車場
待ちの車が路上で待機し、他の通行の妨げになっている現状もあり、行政が規制緩和することで、路上での
待機を誘発することが懸念されます。規制緩和は行うべきではありません。よって、議案第113号には反対です。
議案114号　川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
　この改正は、市営住宅における入居募集に際し、未就学児童がいる世帯を対象に子育て世帯向けの募集区分
を新設する際、16年間を限度に定期借家制度を導入するものです。定期借家制度は、賃貸期間を過ぎれば継続
して住み続けることができない制度であることから、公共住宅には馴染まないものです。子育て世帯への支援
は重要ですが、その支援は、「定期借家制度」と切り離して実施すべきであり、市営住宅の増設で支援の拡充
を行うべきです。今後、再検討する中で定期借家制度自体の見直しを求めて、本議案には賛成するものです。
議案第115号　川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　本条例改定は、川崎病院の駐車場を行政財産の貸付による民営化を行うものです。この手法では民間事業
者の経営判断で駐車料金が決定されます。民間事業者の利益分が料金に上乗せされ、それにより患者・市民
が不利益を被ることになります。民営化には賛成できません。
議案第117号東扇島堀込部井筒式護岸築造その１工事請負契約の締結について
　この議案は、東扇島堀込部土地造成事業において、埋立てに必要な護岸を整備するため海底地盤の改良と、
既設構造物との取付部の築造を行うというものです。掘込部埋立事業について出された当初の目的は、すべ
て破綻しているとして反対してきた経過から、本議案には反対です。
議案第137号平成29年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
　高齢者に差別を持ち込む後期高齢者医療制度に反対の立場から、反対です。
請願第46号「所得税法第56条廃止の意見書を国に上げることに関する請願」について
　自営商工業者の多くが家族労働によって事業を支えています。所得税法56条は、事業主の家族が従業員と
して働いている場合は、どんなに長時間働いたとしても、その給料が税法上の「必要経費」に含まれないと
いうことです。働いたらその労働にふさわしい給与を受け取るのは当然のことで、これは人権問題です。委
員会審査では、白色青色いずれの申告方法でも適正に申告されていることを認めた上で、申告制度全体の見
直しが必要、「青白の区別することなく適正に申告されることが理想」との認識を示しています。申告方法
での違いがない中で、家族専従者給与を認めない所得税法第56条は直ちに廃止すべきであり、本請願に採択
することに賛成です。
　私たちは、予算議会において、不要不急の大規模開発を見直し、基金の取り崩しなどによって市民生活の
切実な願いに応えるべきと予算の組み替え動議を提出した経過も踏まえ、2017年度決算認定にあたっては、
一般会計、競輪事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、港湾整備事業特別会計、公共用地先行取得等
事業特別会計、下水道事業会計、水道事業会計については認定できません。
　以上の立場から、議案第105号、議案第109号、議案第111号、議案第113号、議案第115号、議案第117号、
議案第132号、議案第133号、議案第137号、議案第140号、議案第144号、議案第147号、議案第148号につい
ては反対及び認定できないこと、請願第46号その他の議案、請願、報告については、賛成、同意及び認定す
ることを表明して討論を終わります。
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2018年第４回川崎市議会定例会代表質問（12月６日）

最初に市長の政治姿勢について
カジノ誘致について
　11月６日、カジノを含む統合リゾート施設、IRの誘致に関する政府の調査に対し、川崎市は「検討中」と
答え、市長は「羽田空港に隣接している地の利は最高にいいと思う」と積極的な姿勢を示したと新聞報道さ
れました。
　カジノ誘致の元となる統合型リゾート・IR実施法、いわゆるカジノ実施法は、大多数の国民の反対を押し
切って強行採決された法律であり、多くの問題点が明らかになっています。第一は、ギャンブル依存症の問
題です。日本はすでにパチンコなどでギャンブルの市場規模は27兆円にものぼり、ギャンブル依存症も300
万人をこえ、深刻な社会問題を引き起こしています。カジノ誘致は、依存症をさらに増やすことにつながり
ます。第二に、米国カジノ企業から資金提供を受けた議員が中心に立法化し、利益の大半は米国カジノ企業
に流れていくという問題です。米国のカジノ企業の要求によりカジノ面積の上限規制も緩和され、日本人か
ら吸い上げたお金を海外企業に提供する、これがこの法律の本質です。第三に、本法律は歴史上初めて民営
賭博を解禁しようとするものであり、極めて違法性が高いものとなっています。日本は刑法で賭博を禁じて
います。その例外として、競輪、競馬などが特例法で認められていますが、その要件の第一は、「目的の公
益性」です。しかし、カジノの利益の大半を自分の懐に入れる民間カジノ企業は、公益性など全くなく、極
めて違法性が高いとともに、民営賭博を際限なく広げ、日本社会に深刻な害悪をもたらします。
　刑法で禁じられてきた犯罪行為である民営賭博を解禁し、依存症をさらに増やすようなカジノを誘致する
べきではありません。市長の見解を伺います。
医療ツーリズム病院について
　医療法人社団・葵会は、自由診療に特化した外国人専用の医療ツーリズム病院、100床の開設申請を行い、
2020年夏までに開設する計画を発表し、医療界に大きな衝撃を与えています。医療ツーリズム病院開設に対
して、今年10月以降、川崎市医師会をはじめ川崎市病院協会、神奈川県医師会などから川崎市長へ開設反対
の意見書や要望書が出されています。14大都市医師会連絡協議会でも、近く日本医師会に決議文書を提出す
る予定としているなど、医師会はこぞって反対を表明しています。
　医師会は、まず営利目的性の問題で反対を表明。葵会の外国人専用病院は経産省が旗振りをする医療ツー
リズムの枠組みにそってJTBグループのJMHCが外国人患者をコーディネートするとしています。新設の病
院の治療費・健診収入は年間35億４千万円とされており、同程度の体制の収益の２倍にもなります。これら
のことから医師会は、“医療ツーリズム病院は株式会社ではないので非営利とされるが、営利企業との紐帯
が強い事業であり、実質的にみれば「営利」と考えられる。新設の病院にしても極めて営利性が高いという
ことで、開設は是認できない”と表明しています。さらに病床過剰地域の川崎市南部領域に開設することに
より、新たな病床増設が困難になること、利潤性の高い病院に医療人材が流入し、医療人材不足を助長する
こと、自由診療の拡大により国民皆保険制度の形がい化につながるとして強く反対しています。
　11月19日の地域医療構想調整会議では「人材の引き抜き」「営利目的性」「病床過剰」について懸念や意見
が出され、11月21日、周辺の６町会定例会合で「地域医療がおろそかになる」「地域病院の医師が手薄になる」
など不安の声が出されています。
　さらに医療法との関連で大きな問題があります。医療法は第１条で「国民の健康の保持に寄与すること」
を目的としています。このため外国人専用の病床のみの病院開設は、法の趣旨、法の理念から外れることに
なります。実際、外国人が国内で治療、入院する場合はありますが、あくまで「例外」であり、人道的、国
際的な見地からの対応です。医療法の趣旨から外れる病院開設や医療提供は違法の疑いがあります。
　すべての人が貧富などの差別なしに適切な医療を受ける権利は日本医療の根幹です。しかし、医療ツーリ
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ズム病院は外国人の富裕層を対象に自由診療に特化した医療機関であり、このことは医療法の趣旨、理念か
ら外れ、地域医療、国民皆保険制度へも多大な悪影響を及ぼします。医師会もこぞって反対しているこのよ
うな医療ツーリズム病院は開設すべきではありません。外国人専用の病院開設は全国初であり、川崎市が認
めれば典型例として全国に大変な悪影響を広げるなど、川崎市の責任は重大です。医療法では、都道府県知
事は都道府県医療審議会の意見を聞いて、開設等について「勧告」を行うことができるとしていますが、現
在、神奈川県はどのような見解を持っているのか、伺います。厚生労働省の地方厚生局である関東信越厚生
局は、開設についてどのような見解を持っているのか、伺います。様々な懸念があり、医療機関団体や住民
の理解を得られていない現時点で、川崎市はどのような立場なのか、伺います。
ヘイトスピーチへの対応について
　６月３日、ヘイトスピーチデモに繰り返し参加してきた人物らが主催した講演会が教育文化会館で行われ
た件についての検証報告書が11月に示されました。市が「利用許可申請者から『参加者は関係者のみである』
『ヘイトスピーチは行わない』との旨を確認した」にもかかわらず、参加者が会場から階下の道路上に向かっ
て「日本から出て行け」などと、法務省の示す典型的な類型の「誹謗中傷」をし、「地域社会から排斥」す
る発言を行いました。この発言について「今後の利用許可申請時の判断材料にする」とのことでしたが、ど
のように判断したのか、市長に伺います。
　京都府のガイドラインでは、「ヘイトスピーチをしない」という『条件付き承認』をした場合について、
その「条件に反し不当な差別的言動を行った場合は……以後の府施設の使用に際し、『客観的な事実に照らし、
具体的に明らかに予測される場合』に該当するものとして考慮することにする」としています。つまり、以
後は「言動要件」に該当するものとして対応する、ということです。川崎市の検証報告書では「不適切な言
動があった」「今後の利用許可申請の判断材料となる」と曖昧な表現をしていますが、法務省の類型どおり
の差別的言動が行われたのですから、今後は京都府のように言動要件に該当するものとして対応すべきと思
いますが、市長に伺います。また、本市のガイドラインについて「言動要件」に該当すれば不許可等の判断
ができるように改めるべきですが、市長に伺います。少なくとも「人権全般条例」の制定に向けて、他都市
の事例も参考にして言動要件のみでも判断できる仕組みにすべきです。市長に伺います。
子育て支援策について
小児医療費助成制度について
　私たちが７月から行った市民アンケートでは、「子育て支援で力を入れてほしいことは何ですか？」との
設問に対し、回答者の30％が「小児医療費助成制度の拡充」をあげています。さらに自由記述欄には、「医
療費の無料化は今すぐ高校卒業までにしてほしいです。中学生で部活していたら、骨折だのケガだので病院
ばかり通っています」「他都市は所得制限なしで行えているのに、豊かな財政があるのにできないわけがない。
早急に所得制限の廃止をお願いしたい」などの切実な声が寄せられています。県内では、10月から相模原市
が中学卒業まで対象年齢を拡大しました。横浜市と藤沢市も来年４月から中学卒業までの拡大を予定してい
ます。全国の20政令市でも、高校卒業まで無料化の大阪市を入れると、すでに12政令市で中学卒業まで無料
化が拡大している中で、川崎市は大きく遅れています。これで市長がいう「安心して子どもを産み育てるこ
とができる環境づくり」を推進しているといえるのでしょうか。せめて来年４月から横浜市と同時に中学卒
業まで通院の対象年齢を拡大すべきです。伺います。また、所得制限についても入院だけでなく、通院も撤
廃すべきです。伺います。
保育事業について
　2019年４月の認可保育園の利用申請受付が11月13日に締め切られました。「申し込みはしたが、入れるだ
ろうか」と保護者の皆さんは今、不安でいっぱいです。
　今年４月の利用申請数は３万1769人ですが、今年10月時点の利用申請・待機状況がまだ公表されていませ
ん。例年の実績から４月時点より1600人から1700人利用申請が増えていることから考えると、また、人口増
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加や保育ニーズの更なる増加を考えると３万3000人台には上ると考えます。今年度中の認可保育所整備計画
1840人に対し、公有地活用型ゼロ、民有地活用型５園、民間事業者活用型1350人ですが、どこまで整備が具
体化されているか伺います。民間事業者活用型の整備についてです。高津区のある公園の大きな樹木が台風
で倒れた翌日、知らないで遊びに来たいくつもの保育園児が、別の公園や帰路に着く園児の列が徒歩10分く
らいの道のりの駅方向にずっと続いていたとの話を聞き、胸が痛くなりました。園庭の確保が困難である民
間事業者活用型の手法に整備の７割も託すのは改めるべきです。この間ずっと指摘してきました。乳幼児の
発達に欠かせない園庭を確保する事に市があらゆる努力を傾注すべきです。そのために公有地と民有地活用
型の整備に重点を移すべきです。伺います。
　保育士の処遇改善と確保対策が急務です。保育士の賃金は全産業の平均より月10万円ほど少ないといわれ、
専門職にふさわしい賃金を含め、抜本的な処遇改善に踏み出さなければ保育士不足の問題は解決できません。
国は７年以上の経験者にキャリアアップの処遇改善策を講じましたが、本市においては対象者が多い保育園
の中には人数割りをしてひとり１万円のところがあるとのことです。横浜市は2018年度に対象者が全て４万
円の処遇改善ができるよう、市単独で10億円の予算を組みました。本市は２万円となる5544万円の予算です。
横浜市並の処遇改善をすべきです。伺います。基本的には、国に対し、保育士配置基準を改善し、公定価格
の増額を図るよう強く求めるべきですが伺います。
　本市の企業主導型の保育所についてです。過日、世田谷区内の企業主導型の保育士が一斉退職して休園し
ているとの報道がありました。同じ会社の企業主導型の保育所が本市市内にありますが、当該園に保育士不
足が生じていないか、又、他の企業主導型の保育園についても運営実態など含め市として把握しているか伺
います。地域保育園として入園の案内にも掲載されていますが、市としての審査、指導についての考え方と
対応についても伺います。
ひとり親家庭支援施策の再構築について
　ひとり親家庭支援について、市バス以外の交通機関も対象とした高校生対象の通学費助成を行なうこと、
及び、通勤交通費が職場から支給されない親を対象に、通勤費助成を行なう案が提示されました。しかし、
従来の現物支給から償還払いにするとのことですが、償還払いについてはパブリックコメントで意見を聴取
していません。ひとり親世帯の貧困率は大人がふたり以上いる世帯の約５倍であり、母子家庭の総所得は、
年270万円余りです。こうした厳しい経済状況にあるもとで、いったん自己払いをするのはかなり困難では
ないでしょうか。
　本市ではかつて小児医療費助成制度は償還払いでしたが、市民からの強い要望が寄せられ、現物支給に変
更されてきました。今回の再構築にあたっても現物支給とすべきです。伺います。小・中学生を対象とした
学習支援の実施について、生活保護世帯及びひとり親世帯の学習支援を中学生以上から小学5,6年生を対象
に拡大する計画が示されました。この間、貧困の連鎖を断ち切るために小学生からの支援が必要と求めてき
ましたが、５ヶ所の選定と今後の拡充について伺います。
教育をめぐる環境改善について
学校へのエアコン設置について
　国は2018年度補正予算で公立小中学校の「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」を創設しました。
文科省は、11月下旬に各自治体に交付の内定を示し、12月中旬の交付決定をめざすとしています。猛暑によ
る熱中症から子どもたちを守る対策は急務であり、冬休みや春休みを活用して設置を急ぐべきです。川崎市
の来年度に向けた特別教室の設置計画及び国への申請について伺います。また、先の議会で特別教室の空調
設置は、長寿命化計画とは別に立てることを求めましたが、取り組み状況を伺います。
　体育館への空調設置については課題への対応を検討しながら、この夏の気温上昇を踏まえ、関係局と協議
するとともに国や他都市の動向を注視していくとの答弁でした。新設される小杉小学校に空調設置を今から
でも検討すべきですが伺います。今後の新設及び大規模改修時には空調も設置すべきと考えますが伺います。
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総務省の「緊急防災・減災対策債」を活用することについて、伺います。
就学援助事業について
　認定率は、2013年度小中学校全体の7.7％から、申請方法が改善された2014年度10％に上がり、その後、10％
台で推移しています。それでも依然として、横浜市、相模原市に比べて低い認定率です。
　はじめに、小学校新入学準備金の入学前支給についてです。中学校では今年度から行っていますが、小学
校は検討中ということでした。来年度、小学校でも実施の方向と思いますが、新入学準備金の入学前支給の
実施に向けてのスケジュールについて伺います。
　この間の生活保護基準の改定は凄まじい削減でした。最近では2013年度を皮切りに３年間、今年10月から、
さらに今後３年間続けて削減が行われようとしています。川崎市は就学援助の認定基準は、生活保護基準の
1.0倍ですが、2013年から３年間行われた改定では、従来のままの基準なら認定されるはずの計369人が基準
を超過しました。あまりにも切ない話です。単純に生活保護基準を適用させるのではなく、特別な事情があ
る場合には認定基準を超過しても認定しているといいますが、生活保護基準に連動させることが基本である
以上、わずかな収入の差で、この制度から外されてしまいます。いま就学援助を受けている児童生徒が外さ
れないことを保障するには認定基準を生活保護基準の1.0倍から引き上げる以外ありません。相模原市では
生活保護基準の1.5倍の係数で認定基準額は437万円余、川崎市の330万円余と比較して基準額が100万円余多
くなっています。学校教育における保護者負担が家計に重くのしかかっているいまの状況のもと、やはり川
崎でもいまの住宅扶助なども加味した生活保護基準の1.3倍への見直しこそ必要ではないでしょうか、伺い
ます。
学校給食の無償化について
　文部科学省の調査によれば、学校給食費の無償化を実施しているのは全国で504自治体に達しています。
私たちが７月に行った市民アンケートでも、「教育環境で力を入れてほしいこと」の回答では、「いじめ問題」
に次いで２番目が「学校給食費の無償化」で、20代30代では１位でした。給食費は小学校で年間４万9500円、
６年間で29万７千円、中学校でも３年間で12万8064円になります。親の所得は増えないなか、教育費の負担
は大変です。そもそも憲法26条で「義務教育は無償」とされているのですから、今こそ、本市でも小学校給
食の無償化に踏み出すべきです。伺います。
行き届いた教育と教職員の働き方について
　学校現場の長時間労働は極限に達し、社会問題になっています。本市でも、教職員の勤務実態調査の結果
（速報）では、中学校の教諭は毎日平均12時間45分余り、小学校教諭は約11時間働いているなど、長時間労
働が際立っています。10月配布資料によると、2017年度のいじめの件数は小中学校合計2176件で16年度より
780件の増加、不登校児童生徒数は小学校430人で前年より52人増加、中学校では1242人で前年度より126人
増加、1000人当たりの出現数は42,4人です。生徒指導や保護者との意思疎通を図ることが求められます。
　文科省は2016年「次世代の学校指導体制にふさわしい教職員の在り方と業務改善のためのタスクフォース」
を設置。教員の長時間労働の是正を図ることが不可欠であり、業務の大胆な見直しを着実に推進し、教員が
子どもたちと向き合える環境整備を推進するとしました。生徒にゆきとどいた教育を実践し、教員の異常と
も言える長時間勤務を解消するために、最優先で行なうべきは教員の定数を増やすことです。先の第３回定
例会で教育長は少人数学級がもたらす効果も充分に認識していると答弁されました。政令市に教員の定数を
決める権限が委譲された今、既に12政令市が少人数学級にふみだし、2016年９月の資料においても県レベル
で、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、千葉県、新潟県などをはじめ多くの自治体で実施
しています。一人一人の子どもたちに目が行き届き、学習のつまずきの発見や個々の学習進度等に応じた指
導が可能となる少人数学級のための定員増を検討すべきです。伺います。
　給食業務の公会計化についてです。文科省も、先に述べた「タスクフォース」で公会計化の必要性を述べ
ています。国のガイドラインを待つことなく、既に実施している自治体があるのですから、本市も早急に踏
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み出すことをこの間求めてきました。本市の取組み、検討状況、スケジュールを伺います。
障がい者施策について
　現在、人権全般にかかわる条例を準備していますが、すでに本市では、子どもの権利条例などいくつかの
個別の条例が制定され、そのなかで具体的な差別を禁止しています。障害者差別解消法が制定され、具体的
な施策が行われており、この法に基づいた個別の差別解消条例を制定すべきです。伺います。
　差別解消法の制定以来、自治体は障がい者の方々から寄せられる差別の事例を掌握し、それを「対応要領」
に反映させることとなっていますが、本市では、差別の事例を掌握する仕組みがありません。その結果、障
害者差別解消支援地域協議会への報告事例は数件とのことです。問題は、差別を相談する窓口が「差別があっ
たとされる当該部署」になっているため、相談もしにくく、当該部署がちゃんと報告せず、集約できない可
能性があるということです。差別の内容を相談する窓口を新設し、それを広く周知すべきですが伺います。
　拠点型通所施設についてです。「第２期障害者通所事業所整備計画」では、ショートステイを併設した生
活介護事業所、すなわち拠点型通所施設を各区１か所開設するとし、川崎区と宮前区に続き、中原区上平間
に開設となっていますが、その後の計画の進捗について伺います。公有地の活用を強く求めてきましたが、
取り組みについて伺います。
障害者スポーツ推進事業について
　先の第３回定例会において、健康福祉局長は、川崎市リハビリテーション福祉・医療センターの体育館と
プールについて、10月末をめどに提出される予定の老朽化の調査結果を踏まえ、関係局と調整を図りながら、
必要な老朽化対策について検討を進めていきたいとのことでした。調査結果の概要及び、老朽化対策につい
て伺います。また、2008年度策定の川崎市リハビリテーション福祉・医療センター再編整備基本計画書で示
された４つの主な機能について、既存の機能を鑑みつつありかたの検討を行なうこととし、現在、利用者の
意見などを踏まえ検討を進めているとの答弁でした。大規模改修を行なう場合、どのような機能とするのか
について伺います。
　プールについてです。リハビリ等のために水泳に取り組んでいるある障害者のクラブの方々が、ある企業
の温水プールを週１回午後に３コース借りて行なっていますが、老朽化のために使用できなくなるというこ
とで、施設を探しているとの問い合わせがありました。市内の温水プールを有する施設で、障害者団体に枠
を取って利用可能にしている施設について市民文化局長に伺います。井田のリハビリテーション福祉・医療
センターのプールの大規模改修の際に、温水プールにして、7,8月だけでなくオールシーズン使えるように、
市民文化局と健康福祉局と協議をすべきと考えますが両局長に伺います。
議案第160号「川崎市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第161号「川崎
市久末デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定について」について
　本議案は公設老人デイサービスセンター廃止に関するものです。廃止の理由は、民間事業所数が292事業
所であるから「民間で十分なサービスが提供されている」というものです。292事業所があるからといって、
現在通っている人たちが通える場所にあるかなど十分代替できるという調査をされてのことでしょうか、「十
分なサービスが提供されている」とした根拠について、伺います。
国民健康保険事業について
　この25年近くの間に、市民ひとりあたりの国民健康保険料は、介護分保険料は除いて６万4500円余から10
万600円余と約1.6倍に引きあがっています。給与年収400万円の小学生２人を含む４人世帯で、年間34万円
ほどの保険料ですが、仮に協会けんぽに加入した場合、保険料の本人負担分は年間20万円前後で、約1.7倍
の格差が生じています。高すぎる保険料問題を解決することは、住民の暮らしと健康を守るためにも、国民
健康保険制度の持続可能性にとっても、社会の公平・公正を確保するためにも、重要な課題になっています。
　全国知事会は、国保料を「協会けんぽの保険料並み」に引き下げるために「１兆円の公費負担増」を政府
に要望しています。私どもも大賛成で、その財源も示して、協会けんぽ並みに引き下げることを提案してい
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ます。国保料が、協会けんぽなどの被用者保険と比べて、著しく高くなる大きな要因になっているのは、国
保しかない「均等割」という保険料設定にあります。
　仮に公費を均等割として徴収されている部分に投入すれば、給与年収400万円・４人家族で、保険料はい
くらからいくらになるのか、伺います。
　つぎに、川崎市独自で１世帯当たり年間１万円の保険料引き下げを行った場合に必要な金額を伺います。
この４月から国保の財政を都道府県に集約することなどを内容とする「国保の都道府県化」がスタートしま
した。厚生労働省は、「都道府県化」実施後も「一般会計の繰入は自治体の判断でできる」「生活困窮者への
自治体独自の軽減は問題ない」としています。この国会での答弁のもと、今後も一般会計からの繰入、生活
困窮者への軽減策を持続させ、さらに充実させることこそ必要です。伺います。
これからのコミュニティ施策の基本的考え方（素案）について
回避すべきシナリオから「希望のシナリオ」へという考え方について
　この中で、「各種統計データや推計値などからは、悲観的な未来が語られがちであり、現状の取組を継続
していくだけでは、これからの環境変化に対応できず、様々な将来リスクを避けることはできない」とし、
「孤独死の発生や災害時の対応面での課題、都市のスポンジ化などを回避するために未来の「希望のシナリオ」
を目標として想定し、今からすべきこととして、多様な主体による地域づくりの「新たなしくみ」の構築に
取り組む」としています。
　地域の自治やコミュニティをつくれば、「孤独死の発生」や「災害時の対応面での課題」や「都市のスポ
ンジ化」がなくなるかのように描かれていますが、これは一面的な捉え方といわざるを得ません。孤独死の
発生する背景には、経済的な背景、医療、福祉などさまざまな背景があります。災害時の対応の課題につい
ても根本的には被害を最大限減らすための、抜本的な防災・減災対策が今こそ求められます。まずは、こう
した行政の担うべき事業の充実こそ必要と考えますが伺います。
　第５章の、市民創発に呼応する行政のあり方について
　「複雑化する課題に対して、公費を直接投入し、その解決を図る従来型のサ－ビス提供手法や行政主導の
協働スタイルを見直し、地域の自治の力を育むことにより、多様な主体による市民創発型の課題解決ができ
るような業務のすすめ方や予算のあり方などを検討する」としています。これは、多様な主体に名を借りた、
公費の直接投入をやめていくことが前提の考え方なのか伺います。しかも、この「考え方」を来年４月から
実施としていますが、何故そんなに急ぐのか、伺います。
市内中小企業の対策について、とりわけ、建設業の支援策について
　市内建設業の事業所数は、2016年度の経済センサスによると、４年前と比べ291事業所、７％も減少して
います。このままでは、次世代に技術継承ができなくなってしまいます。わが党が提案している「住宅リフォー
ム助成制度」は、市内のリフォーム需要を市内建設業に結びつけるもので、2017年度も全国573自治体で取
り組まれ、地域経済への波及効果や地元建設業の活性化、技術を継承する場としても、その効果は実証済み
です。住宅リフォーム助成制度の実施を検討すべきです。市長に伺います。
　「公契約条例」では、「作業報酬下限額」を定め、労働者に支払われる賃金がこの額を下回ってはならない
とされています。現場の労働者がこの賃金以上を受け取るためには、事業者に必要経費を加えた金額を支払
わなければなりません。国土交通省はその経費の試算を県毎に示していますが、神奈川県では設計労務単価
の約40％の経費を見込んでいます。市の見積もりは設計労務単価の何パーセントを経費と見込んでいるのか
伺います。下請けの事業者においても「作業報酬下限額」が支払えるように積算すべきと思いますが、見解
と今後の対応についても伺います。
ヒートアイランド現象への対応として遮熱性舗装の導入について
　遮熱性舗装は路面温度を最大で８度から10度程度抑制する効果があり、より地面に近い子どもやベビー
カーに乗った赤ちゃんにも優しい舗装といわれています。本市でも川崎駅東口駅前広場のバス・タクシー待
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機スペースや国道409号線中丸子付近の歩道など一部で整備されています。今後の道路や歩道整備にあったっ
ては、整備箇所を増やしてゆくべきと思いますが伺います。
アスベスト対策について
　今後、アスベストが使用された建築物等の解体作業の増加が予測されます。建物の解体時には事前の調査
が義務つけられ、含有が認められるときは届出の義務が生じます。昨年度の大気汚染防止法に基づく届出件
数は232件、立ち入り調査は151件でした。その他にも公害防止等生活環境の保全に関する条例の対象工事に
対する立ち入り調査は793件とのことです。市が把握できない解体工事はあるのか、その対策についても伺
います。住民への周知方法についても伺います。
市内大企業のリストラ対応について
　大企業が集中する本市内でもリストラによる人員削減が行われ、更にリストラ計画が次々と発表されてい
ます。これまでも指摘してきたNECの45才以上を対象にした３千人リストラは、本人の意思に反して繰り
返し「自己都合退職」を迫る面談が行われてきました。この「自己都合退職」の募集期間は11月９日までで
した。NEC及び神奈川労働局に対し、どのような対応を行ってきたのか、伺います。また、自己都合退職
に応じた方の人数を確認しているのか、伺います。
　東芝は、11月８日、東芝と国内子会社で計1,060人の早期退職を2019年３月末予定に、今年10月から12月
中に募集を開始すると発表しました。対象の国内子会社は今年３月にリストラを実施したばかりの本市に本
社を置く東芝エネルギーシステムズで800人、東芝デジタルソリューションズで60人です。更に他の子会社
で300人から400人の希望退職の追加を検討中としています。２社から神奈川労働局にリストラに伴う「大量
雇用変動届」は提出されているか、伺います。併せて、本市が２社及び神奈川労働局にどのように対応して
いるのか、伺います。
　また、富士通は10月26日、2020年度をめどに人事や総務、経理などの間接部門の従業員を営業やシステム
エンジニアなどのITサービスへの職種転換を促す「５千人規模の配置転換」の方針を示しました。まるで職
種の違う部門への配置転換は実質、自主退職を余儀なくされるものと危惧されます。
　大企業が労働者に犠牲を強いる大リストラに対し、これまでも働く者の権利・尊厳と地域経済を守る立場
で、繰り返し市長の権限で「雇用対策本部」を設置し対応するよう求めてきましたが、市長は「国、県、市
のそれぞれの役割、責務に基づき、適切に対処してまいりたい」とくり返し答弁されています。「市の役割、
責務」の中に、働く者の人権と地域経済を守る役割、責務は有るのか、無いのか、伺います。
武蔵小杉のまちづくりについて
　11月16日、まちづくり委員会で「武蔵小杉の超高層マンション建設見直しについて」の陳情を審査しまし
た。これまで小杉駅周辺地区では高さ100mを超える超高層住宅10棟が完成し、さらに事業中・計画中の超
高層住宅は、今後７年間で５棟建設され、合計3162戸、人口は約１万人増加します。委員会で、質問があっ
た「今後10年間の保育利用者数、小学校児童数、JR駅の利用者数の推計」について、回答は最後まで出さ
れず、行政側は、公共施設の今後の利用者推計もないまま超高層マンション建設を推し進めているという、
異常な実態が明らかになりました。
保育所の整備について
　中原区の保育所利用申請者数の推計は、今後４年間分しか出されませんでしたが、その推計から試算する
と、年間500人、今後10年間で5000人増にもなり、60人定員の保育所にすると80か所必要になります。80か
所の認可保育所を確保できる見通しはあるのか、伺います。
小学校について
　超高層マンションが今後５棟建つエリアの小学校は、西丸子小と新築される小杉小の２校です。西丸子小
の学区では、今後７年間で計2030戸のマンションが完成し供用開始となります。新設される小杉小の学区に
は、今後２年間で計1132戸のマンションが完成し供用開始となります。教育委員会からは、児童数の推計は
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６年後までしか出されていませんが、教育委員会の試算方法で試算をしたところ、西丸子小は、現在の628
人からピーク時には1260人と倍加し、現在の１クラスの人数で試算すると必要な教室数は、42教室となりま
す。新設の小杉小も、2019年の410人からピーク時には806人となり、ここも倍加し、必要な教室数は、28教
室です。両小学校の教室数は、合わせて56教室ですが、ピーク時には約70教室が必要となり、完全にパンク
します。このように小学校が足りなくなるような現状が予想されるのですから、早急に推計を出し、計画の
見直しを提案すべきと思いますが伺います。
JR武蔵小杉駅について
　南武線はラッシュ時の川崎方面の本数は１時間に25本で山手線のラッシュ時の本数23本より多いというこ
とで、今でも限界の状態です。横須賀線・湘南新宿ラインのラッシュ時の上りの本数は、東海道線も含める
と23本で、山手線と同じ状況で、すでに限界です。過去10年間の実績を見ても、中原区の人口は３万３千人
増加しましたが、JR武蔵小杉駅の乗車人数は、約５万人増えていて、人口増以上に乗車人数は増えています。
中原区の人口は今後10年間で３万人以上増加すると推計されていますが、JR利用者は何人増加するのか、
推計されているのか、伺います。相鉄線が武蔵小杉駅に乗り入れ、１時間に上り４本程度になるとのことで
すが、現在の23本という状況から考えて小杉駅に停車できるのか、伺います。
議案第165号川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
　本議案は、公募により選定され、得られる収益を公園整備に還元すれば、都市公園内に民間事業者が飲食
店、売店等を設置できるようにするというものです。その公募対象公園施設の面積は、これまで認められて
きたトイレや管理施設などの面積とあわせて最大12％までとするというのが議案の内容ですが、これにより、
とどろき緑地、生田緑地はどれだけの面積の当該施設を建てられるのか伺います。関連して、「生田緑地整
備の考え方」案についてです。向ヶ丘遊園の跡地について、2004年に川崎市は小田急電鉄株式会社と基本合
意を結び、貴重な緑地を保全することを確認してきました。この立場に変わりはないのか伺います。「整備
の考え方」案では、「憩い・賑わいのエリア」を誘導する記載がありますが、そういうエリアにおけるみど
りの創出が重要と考えますが、伺います。
議案第187号川崎市こども文化センター及び川崎市ふれあい館の指定管理者の指定について
　本議案は、指定管理者の指定期間終了に伴い、指定管理者を指定するものです。小学校で実施している「わ
くわくプラザ事業」について、私たちは、低学年や障がい児の保護者から強い要望である夏休みなどの長期
学校休業中のわくわくプラザの開始時間を朝８時にするよう繰り返し求めてきました。これまで試行校を増
やし今年の夏休みには８校で実施され、来年度の指定管理者指定から全校実施予定との事でした。来年度か
ら全校実施となるのか、指定管理者との協議、体制などについて伺います。
防災対策について
　西日本豪雨災害の際、岡山県倉敷市では、氾濫した川には木が茂り、本来確保できるはずの水量を流すこ
とができなかったことが指摘されています。計算上は氾濫しない水量でも、河川の整備が不十分であれば氾
濫もありうるのです。多摩川、鶴見川では、国の浚渫などが行われてきましたが、毎年の台風で砂が堆積し
ています。直ちに浚渫を行うべきですが、国に対応を求めているのか、また、県が管理する河川も、草や木
が茂っていないか、市として監視し、対応しているのか伺います。市の管理している河川では、流れの阻害
要因の除去は随時行っているのか伺います。
　先の議会で「避難所に人権を」と求めました。すでに国が指針であきらかにしているように、指定避難所
は学校だけでなく、公民館等の集会施設、福祉センター、スポーツセンター、図書館等の公共施設にすべき
であり、それでも足りないのですから、旅館、ホテル、企業の社屋ロビーや会議室、研修施設、福利厚生施
設などを活用できるよう事前に協定を締結すべきですが、伺います。
　貯留型マンホールトイレについてです。市内14の中学校には、10基ほどのマンホールトイレの下に大きな
タンクが併設され、下水管につながっています。一定の量を貯めておくことができ、水で流すことができる
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仕組みになっています。できるだけ多くの指定避難所内にこうした施設をつくり、災害時のトイレを確保す
べきです。設置可能な学校はどのくらいあるのか伺います。
羽田空港新飛行ルート案について
　政府が2020年までに実施を狙う羽田空港の新飛行ルート案は「Ｂ滑走路から川崎臨海部コンビナート方面
に、南風時の午後３時から７時までの間に、３分間隔で80便ほどが離陸する」というものです。
　私たちが川崎区民を対象に行った市民アンケートには526人が回答し、このルート案を「知らない」と答
えた方が60％に上りました。「今回のアンケートをいただくまで、飛行ルートの変更等について知らなかった。
説明会等該当地区以外の住民にも知ってもらう必要があると思う」「もっと住民へ詳細を届ける手段が必要。
昭和45年に市長が国に対して止めるよう要望して回答を得たのに、現市長はどのように考えているのか、甘
く考えているのか」などの声が寄せられています。また74％の方がルート案に「反対」と答えており、「騒音・
振動」「墜落事故」「落下物事故」の影響を心配する回答が多く寄せられています。
　国土交通省が示しているルート案では、離陸直後にキングスカイフロント、日本冶金、旭化成、日本ゼオ
ン、ＪＸＴＧエネルギーなど危険な化学物質を扱う高圧ガスタンクやプラントなどの真上を通ることになっ
ています。世界の空港のなかに同じように石油コンビナートに向かって離陸する空港はあるのか、あるとす
ればどのような安全対策をしているのか、伺います。
　日本全国で起きた落下物事故はこの８年間で451件が記録されています。飛行機の世界では「魔の11分間」
と言われ、着陸直前の８分間・離陸直後の３分間に事故の７割が集中しています。今年５月には、キューバ
で離陸直後の飛行機が人為的ミスで墜落し、112人が死亡。７月にメキシコでも離陸直後の墜落事故が起き
ています。国は落下物対策を行うといいますが、落下物事故も航空機事故も完全にゼロにすることは不可能
であり「起こりうるもの」として対策を講じなければなりません。
　県石油コンビナート等防災アセスメント調査報告書は、東日本大震災時の市原市のＬＰガスタンクの爆発
火災を理由に、「評価上の発生確率はきわめて小さい災害であったとしても、発生したときの影響が甚大な
災害については想定災害として取り上げ、影響評価を行う」として「大規模災害に発展するおそれのある危
険源を把握しリスクアセスメントを行うべき」だと述べています。
　羽田新飛行ルートを実施した場合の落下物や飛行機の事故を、こうしたリスクアセスメントの対象となり
うる危険源だと認識していないのか、市長に伺います。川崎市臨海部防災対策計画は、この県の石油コンビ
ナート防災アセスメント調査を前提としているのですから、国と県の責任で航空機や落下物による被害想定
調査を行うよう強く求めるべきですが、市長に伺います。国がコンビナートで落下物・飛行機事故が起きた
際の被害想定を明らかにすることもなく、その上空を飛行するルートを強行するなど言語道断であり、認め
るべきではありません。市長に伺います。
　1970年に当時の金刺市長が住民からの不安の声を受け、また、市議会からも飛行制限強化の声が上がって
いることに鑑み、市民の安全を考慮して、東京航空局長に要望し、「東京国際空港に離着陸する航空機は、
原則として、川崎石油コンビナート地域上空を避け、適切な飛行コースをとらせる」という通知を出させて
います。同じ川崎市の市長としてこの通知の立場を堅持して、新飛行ルート案の撤回・中止を国に求めるべ
きですが、市長に伺います。
川崎アプローチ線計画について
　この計画は、ＪＲ南武支線の川崎新町駅から川崎駅間の新設などを含め総延長3.3㎞、総事業費は少なく
とも300億円というものです。鉄道新設予定ルート周辺には民間住宅、４年前に移設されたばかりの視覚障
害者情報文化センターや日進町こども文化センター、高齢者等の福祉施設が入る「ふれあいプラザかわさき」
が建っており、実施されればそれらの施設は立ち退きを迫られます。また、総事業費300億円は、国土交通
省の交通政策審議会で「大づかみで把握するための建設費」で、それより大きく膨らむ可能性があります。
市は「アプローチ線」整備の理由として、「ＪＲ南武支線が脆弱であることから輸送力増強を含めた改善が
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必要」としますが、現在でも南武支線は上下線で１日78便あり、市営バスは川崎駅への同様の路線が平日１
日296便も走っており、市営・民間を合わせてバス路線で十分カバーされています。
　結局、不要不急のアプローチ線先にありきで、つくる理由は後付けの計画といわねばなりません。最低で
も300億円もかけてアプローチ線を整備する必要はないと考えますが、市長に伺います。
　以上で質問を終わります。

【再質問】
カジノ誘致について
　答弁では「現時点では、具体的な検討は行っていない」ということですが、政府の調査には、明確に「検
討中」と答えています。しかも、市長は、その理由について新聞報道で「国の情報を的確に取れる」こと「羽
田空港に隣接している地の利は最高にいい」と答えています。しかし、刑法で禁じられてきた犯罪行為であ
る民営賭博を解禁し、依存症をさらに増やすようなカジノ誘致は、本来、検討の余地などあってはならない
ことです。市長はこれから、「最高の地の利」についてアピールしていくのか、伺います。条件が整えば誘
致するつもりなのか、伺います。
医療ツーリズム病院について
　答弁では、神奈川県は「病床の地域偏在を助長する」として「開設しないよう勧告する」ことを確認して
いるとのことです。また、委員会資料では厚生労働省の関東信越厚生局も、指定申請があった場合、「保険
医療機関指定はしない」と想定されています。本市も明確に「現時点では賛成しかねる」という答弁でした。
　委員会資料では、市医師会は「医療ツーリズムは“営利”と考えられ、現在の地域医療機能への混乱が危
惧される」として、「是認できない」とされ、市病院協会も「地域医療と地域医療行政の将来に禍根を残す」
として「容認できない」としています。
　国は「保険医療機関指定はしない」とし、県も、市の医師会、病院協会もこぞって開設に反対し、本市も
「賛成できない」としているわけですから、葵会に対して「開設すべきではない」というべきではないですか、
伺います。
ヘイトスピーチへの対応について
　この団体は６月３日の際にも市の聞き取りに対して「ヘイトスピーチは行わない」と述べていたにもかか
わらず、「日本から出て行け」などと、市も「不適切な表現」と認める発言を行いました。既にこの団体は
一度約束を破っていたのですから、今月２日の教育文化会館の利用の際にはせめて「条件付き許可」とすべ
きだったのではないでしょうか。「不許可」や「条件付き許可」ではなく、あくまで相手方の任意と合意を
前提とする「警告」としたのはなぜか、市長に伺います。
　京都府のガイドラインでは、不当な差別的言動をしないという「条件付き承認」をして施設を利用したに
もかかわらず差別的言動が行われた場合、以後は「言動要件」に該当するものとして考慮する、と対応のあ
り方が明記されており、しかも「言動要件」に該当することになれば利用不承認などの処分がされることと
なります。本市で「警告」あるいは「条件付き許可」をしたにも関わらず、差別的言動が行われた場合、そ
れ以後はどのような対応をするのか、市長に伺います。
　しかも、報道によると、「警告」の文書を読み上げ手渡した際のことについて、当該団体関係者は「他の
利用者にも行われている一般的な注意事項と受け止めている」との認識を示したとのことです。京都府のよ
うに、条件を無視して差別的言動をすれば会場が使用できなくなる、ということが明確なガイドラインなら
ば、このような受け止め方はされないのではないでしょうか。６月３日の事象の検証報告書では、国や他都
市の取組の動向を注視しながら…取組を推進していく、としていますが、京都府のガイドラインも参考に、
本市のガイドラインのあり方を早急に改めるべきです。市長に伺います。
市内大企業のリストラ対応について
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　市長に伺います。「市の役割、責務」の中に、働く者の人権と地域経済を守る役割、責務は有るのか、無
いのかについては答弁がありませんでした。再度、伺います。有るとすれば、市の役割、責務の具体的な内
容について伺います。NECの45才以上を対象にした3,000人の人員削減目標に対し現在、2,170人が応じて
いるとの事ですが、市内の雇用、地域経済に影響がある市内事業所別の人数について伺います。また、目標
人数に達していないことから、今後も退職強要が継続されるのか、配置転換などを行なうのかを確認し、働
くものを犠牲にしたリストラは止めるよう申し入れるべきです、伺います。
羽田空港新飛行ルート案について
　「落下物や航空機の事故は、県の防災アセスメント調査の対象となっていない」との答弁でしたが、この県
の調査は、「1000年に１度」と言われる東日本大震災で、これまで想定していなかったコンビナート火災が起
きたことを契機に行われたもので、その被害想定を受けて川崎市も臨海部防災対策計画を策定したものです。
　国土交通省によると航空機からの部品脱落は全国の主要７空港だけでも、昨年11月５日から今年10月末ま
での間に397件起きており、この中には氷の固まりなどは含まれていません。「1000年に１度」どころかこれ
だけの部品脱落などがあります。ある日本ゼオンで働いていた方は「毎週２時間安全対策を行っていたが、
落下物を想定した訓練など一度もしたことがない」と話していましたが、従来コンビナートの工場では上空
からの落下物を想定していません。それは1970年の通知があったからこそ、落下物の対策が不要だったわけ
ですが、コンビナート上空で落下物や航空機事故が起きたら大規模な災害につながる可能性がある、という
認識はないのか、市長に再度伺います。
　「地元の不安」や「市民の懸念」に対し、丁寧な説明を求める、との答弁でしたが、安全だという客観的
な根拠がないのに不安や懸念をどのように解消するというのか、市長に伺います。落下物によりどんな事故
が起こりうるか、被害想定もなく、説明だけされても市民が納得できるはずがありません。48年前は金刺市
長が先頭に立って国にコンビナート上空の飛行を制限する通知を出させました。市長も先頭に立って被害想
定を行うこと、新ルート案を撤回することを国や県に求めるべきです。市長に伺います。
武蔵小杉のまちづくりについて
　保育所の整備について、現時点では「2021年度まで」で、その後の計画は、来年度に行い、しかも24年度
までの計画ということでした。しかし、この地域では、それ以降に1500戸もの巨大マンションが完成し、そ
の計画の戸数も明確になっているのに、なぜ、推計を出さないのか、疑問です。しかも、この４年間の推計
でも、中原区は年間500人ずつ増え10年間では5000人、保育園は80か所必要です。児童福祉法24条で述べて
いるように、保育所を提供する義務があるのは基礎自治体です。本当に80か所の保育園を行政の責任で確保
できるのか、はなはだ疑問です。
　小学校についてですが、児童数の推計も「６年後まで」という答弁でした。しかし、それ以降に先ほどの
巨大マンションが完成し、児童数は10年間、ずっと増え続けます。その住宅戸数も明確で、この地域という
ことであれば他の変動要素も少ないわけですから、教育委員会の算定基準で10年後の児童数は出るはずです。
その基準で試算しただけでも、現在の西丸子小、小杉小の教室数、全部合わせても足りなくなるわけです。
　JR武蔵小杉駅についてですが、「推計データはない」ということでした。JR南武線、JR横須賀線は、現在
でも山手線以上の本数が走っているわけです。相鉄線についても「具体的な運航計画は決まっていない」と
いうことですが、停車できる余裕はないというのが現状です。JR武蔵小杉駅の南武線については、車両を
増やす以外に輸送力の増強は図れないのではないですか、伺います。JR横須賀線上りについては、すでにピー
ク時23本の電車が走っています。輸送力の増強は、すでに限界にきているのではありませんか、伺います。
リハビリテーション福祉センターの付属施設であるプールについて
　先の第３回定例会において、健康福祉局長は、障害者スポーツのリハビリ効果について、障害のある方の
社会参加の観点やリハビリテーションの一環としての位置づけがあり、スポーツを通じて社会生活に必要な
体力の回復・維持などにつながるもので、その実施に当たりましては、障害のある方の特性を理解し、充分
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に配慮しながら安全に実施することが大切であると考えているとの答弁でした。身体機能の回復及び社会参
加の目的がある水泳です。付属施設としての位置づけがあるのですから、リハビリは夏だけですませるので
なく、温水プールにしてオールシーズン取り組めるようにすべきです。伺います。温水プールにした場合の
運営費はどのくらいになるのか健康福祉局長に伺います。
生田緑地の整備に関連して、11月30日に発表された「向ヶ丘遊園跡地利用計画」について
　小田急電鉄株式会社は、向ヶ丘遊園跡地のみどりが少ない部分を中心に、飲食を中心とした商業施設エリ
ア、日本家屋様式の温浴施設エリア、グランピングやキャンプもできる自然体験エリアに分けた施設を建設
すると発表しました。2023年度には完成の予定とのことです。生田緑地の豊かなみどりを形成する一部とし
て、景観と環境を守ることを小田急電鉄に対ししっかりと求めていくべきと思いますが、伺います。
　これだけの施設ができると、人と車の流れが大きく変わることは十分に予想されます。もともと藤子・F・
不二雄ミュージアムができたときから、駐車場を探す車が地域に流入して問題になっており、二車線しかな
い府中街道の混雑などは今から予想できることです。アセスでは小田急自身が検討するでしょうが、駐車場
など、必要と思われるさまざまな施設についても、市として小田急電鉄と協議し、周辺の住民に迷惑がかか
らないようにすべきと思いますが、伺います。
【再々質問の前の意見】
カジノ誘致について　市長は「引き続き…必要な情報収集を行っていく」として、「検討していく」という
答弁でした。しかし、極めて違法性が高く、依存症を増やすようなカジノ誘致は、検討の余地などあり得ま
せん。あらためて、撤回を要求します。
医療ツーリズム病院について　市長は、初回の質問では「賛成しかねる」としていたのに、今回は「双方が
両立しうる法制度や環境の整備を」進めるという答弁でした。この答弁からすると容認する方向になるので
はないかと危惧します。様々な問題があり、いろいろな団体や住民が反対し、将来に禍根を残すような医療
ツーリズム病院に対し、市は開設許可を出すべきではないことをあらためて求めておきます。
ヘイトスピーチへの対応について　２日の「講演会」の講師が「警告は市が会館の使用を許可するためのア
リバイだ」と受け止めていると報道されました。「警告」や「条件付き許可」にも関わらずその約束が守ら
れずにヘイトスピーチが行われた場合の対応について質問しましたが、その場合でも、情報収集をして言動
要件や迷惑要件にあたるか判断する、との答弁でした。これではまったく「警告」の意味がありません。こ
のような場合については言動要件に当たるものとして判断すべきです。言動要件に該当すると判断したとし
ても、「警察の警備などによっても混乱を防止できない」という迷惑要件も満たさなければ施設の利用不許
可処分には到らない、という仕組みになっています。言動要件だけでも判断できるような仕組みにあらため
るよう強く要望します。

【再々質問】
武蔵小杉のまちづくりについて
　JR駅の混雑解消について市長は、南武線の長編成化を検討しているが「設備の大幅な改修が必要となる
など」かなり難しい課題があると述べ、横須賀線や相鉄線については、「鉄道事業者に伺う」など、要する
にすべて鉄道事業者任せという答弁でした。
　しかし、もともとは市の再開発事業によって生じた問題であり、鉄道事業者任せにするような問題ではあ
りません。保育所、小学校、特に鉄道はどうみても限界にきているわけですから、せめて日医大跡地やエル
シー跡地の未着工の超高層マンション計画は見直すべきだと思いますが、伺います。
羽田空港新飛行ルート案について
　1970年から48年間、４代の市長は「川崎臨海部コンビナート上空での飛行をさせない」との通知を堅持し
てきました。市長は当然この立場を堅持するものと思いますが、それとも市長はこの通知を反故にして捨て
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去ろうとしているのか。伺います。
リハビリテーション福祉センターの付属施設について
　この施設について、2008年３月の川崎市リハビリテーション福祉・医療センターの再編整備計画書では、
改修して障害者専用スポーツの整備を行なうとしました。
　2017年の第３次追補版の検討にあたり、１階に屋内プール、２階に体育館を整備する案も検討し、その場
合の整備費は約13億円から15億円はかかると試算をしたとのことです。
　2018年の市内の障害者手帳を保有する方は５万9064人で、2007年時より２万600人以上も増加しています。
障害者の皆さんのスポーツへの要求は大変増えています。障害のある方の中には、健常者の方々と一緒の環
境でも楽しめる方々もおられると思いますが、障害特性に沿った充分な配慮と安心して取り組む環境がどう
しても必要な方々は大勢おられます。だからこそ各区のスポーツセンターにおいて行なう障害者スポーツ
デーも安心して取り組めるよう場所と時間の枠をしっかりとって行なうのです。リハビリテーション施設の
付属施設なのですから、第３次追補版策定のときに検討したように１階屋内プール、２階に体育館の整備を
検討すべきです。伺います。
　障害のある方々が安心してリハビリに取り組めるよう温水プールはどうしても必要です。先ほどの答弁で
は、温水プールの維持費については約１億円、屋内プールの整備については事前の調査では、４億円で可能
との事です。この額で可能になるのですから、どうしても、体育館とプール一体の整備がだめならば、せめ
てプールだけでも温水プールの整備を検討すべきです。伺います。

2018年第４回川崎市議会定例会代表討論（12月13日）

議案第160号川崎市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第161号川崎市久末老
人デイサービスセンター条例を廃止する条例の制定について
　発足当時、民間による老人デイサービスセンターを牽引する形で、公的老人デイサービスセンターを設置
してきましたが、民間で施設も充実してきているほか、質の高いサービスが十分に提供されるようになって
きているなどを理由として、公設老人デイサービスセンターを廃止するというものです。
　民間の施設が充実してきているからと、すべての利用者がばらばらに移動を余儀なくされるというのはあ
まりにも乱暴なやり方です。利用している高齢者には、ひとりひとり様々な経過もあり、通いやすさ、職員
の方も含めて施設に慣れ親しんで、家族も安心して利用しているのです。
　さらに、民間で機械浴ができる施設は限られている、車椅子が手放せないなど介護度が重い利用者にとっ
て選択はそう簡単ではなく、安易に移動できるものではありません。このたびの公的な老人デイサービスセ
ンターの廃止は、高齢者に尊厳を持っての対応とは到底思えません。公的だからこそ民間を牽引していく役
割はますます必要だと思います。以上のことからこれら２つの議案は賛成できません。
議案第162号川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について
　就労移行支援及び就労継続支援は、特別支援学校の卒業生や就労を希望する障がい者の日常生活及び社会
生活を支援し、一般就労に移行するためにも重要な役割を果たしています。ところが、本議案は民間で質の
高いサービスが十分に提供されているとして、わーくす川崎を民間に貸し付け、わーくす中原は施設の老朽
化を理由に廃止するものです。障がい者の就労支援充実の中心的な役割を担ってきた公設施設を無くすこと
は公的責任、役割を後退させるものであり賛成できません。
議案第165号川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
　昨年６月、都市公園法の改正により、「パークＰＦＩ（公募設置管理制度）」の導入が図られ、民間事業者
がカフェやレストラン、売店などの収益施設の設置と公園の整備、管理を一体に行うことが出来るようにな
りました。本議案は、この制度を本市に導入しようとするものです。
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　現在の条例では、飲食店、売店などの建築物は、公園面積の２％までしか認められておらず、休養施設や
運動施設など限定された施設のみ、さらに10％、あわせて12％の建築が認められています。本議案は、飲食
店、売店などの設置・管理を行う民間事業者を公募により選定し、得られる利益を公園整備に還元すること
を条件に、レストランやカフェ、売店なども公園面積の10％まで建ぺい率を緩和し、合計12％までの施設を
建築できるようにするものです。
　委員会の質疑では、公共施設である公園が企業の利潤追求の場となり、公園の本来の機能が損なわれる恐
れがあること、施設整備が民間主導で進められ、事業者や施設の選定に当たっても、住民の参加が条例上、
保障されていないこと、さらに地域商店街の影響も考えられることから、本議案には反対です。また、この
条例には、先般、国家戦略特区特例の一般措置として都市公園に保育所等の設置が可能になったことから、
保育園等、福祉施設を「占用物件」として、公園内の整備を認め、その賃料も定めています。しかし、本来、
保育園の整備は公園を潰して行うべきではなく、別途、確保すべきものです。保育園など福祉施設の公園内
への整備は、公園の本来の機能を損ねる可能性があること、また、オープンスペースの持つ防災機能が低下
することからも、この議案には反対するものです。
議案第167号川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について
　国の規制緩和により、公共空間を活用した屋外広告物の設置に関する規制を緩和す
　るものです。現行の屋外広告物条例では、駅前広場や横断歩道橋などが禁止地域、禁止物件に該当してい
ますが、これらの地域で屋外広告物の表示などをするために、条例改正するものですが、公共スペースは案
内など分かりやすく見えやすく表示されることが好ましく、企業の広告にそのスペースを活用すべきではあ
りません。また、その収益を施設の維持管理に使うとの事ですが、広告収入の有無に関わらず、必要な維持
管理には予算を割くことは市としての当然の責務であり、その点からも本議案に賛成することはできません。
議案第171号東扇島堀込部井筒式護岸築造その２工事請負契約の締結について、及び議案第172号東扇島堀込
部ケーソン製作その１工事請負契約の締結について
　この議案は、東扇島堀込部土地造成事業の護岸整備において、護岸取り付け部を井筒式鋼管矢板にて築造、
また、ハイブリッドケーソンを製作するというものです。これまでも、掘り込め部の埋立て事業については
持ち出された当初の目的は、すべて破綻しており、理由のない事業には反対していることから、議案第171
号及び、議案第172号については反対です。
議案第183号南部地域療育センターの指定管理者の指定について
　療育センターは利用者にとっては高度な専門的知見と同時にスタッフとの信頼が継続されなければなりま
せん。2014年度、直営から指定管理者制度に移行される際に、本制度は期間終了後には公募が行われ指定管
理者が変わることがあることから、利用者、保護者に不安を繰り返し与えるなどの制度上の問題を指摘して
指定管理制度導入に反対してきました。この立場から、本議案には賛成できません。
請願第50号公的年金の毎月支給を求める意見書を国に提出することに関する請願について
　年金生活者にとって隔月の年金支給は、冠婚葬祭などの臨時の支出がある場合は次の年金支給日までは「生
活費を極力抑える、借金でしのぐ、医療機関に掛かることを我慢する」などの実態があります。また、年金
が毎月支給されることにより、月毎の計画的な生活設計が成り立つことなどから毎月の支給を求めています。
国は政令市からの「毎月支給」の要望に対して、振り込み手数料などの増加で年間数十億円の増加やシステ
ム改修が必要なことなど業務面、費用面に課題があるとしていますが、国は年金生活者の願いに応えるべき
です。年金の毎月支給を求める意見書を国に提出するよう求めます。
　以上の立場から、議案第160号、議案第161号、議案第162号、議案第165号、議案第167号、議案第171号、
議案第172号、議案第183号については反対、請願第50号その他の議案、請願、報告については、賛成するこ
とを表明して討論を終わります。
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