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平成28年11月焼津市議会定例会 一般質問者及び質問要旨 
 
第２日（11月28日） 

１ 川島 要議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 「３０１０運動」の推進で、食品ロス削減を！ 

まだ食べられる状態であるのに捨てられてしまう「食品ロス」は、家庭やスーパー、ホテル 

やレストランなど、あらゆる所で見受けられる。日本では、年間約2,800万トンの食品廃棄物 

が出ている。農林水産省及び環境省の平成25年度推計では、このうち、まだ食べられるのに捨 

てられている食品ロスは年間632万トンも発生しており、これは世界中で飢えに苦しむ人々に 

向けた、世界の食糧援助量が平成26年度で、年間約320万トンありますが、なんとその約２倍 

に相当する量になる。日本人１人当たりに換算すると、お茶碗に約１杯分のごはんが、毎日捨 

てられている計算になります。 

日本の食糧自給率は、平成27年度で39％と大半が輸入に頼っているにもかかわらず、その一 

方で食べられる食料を大量に捨てているという現実があり、もっと食べ物を大切に消費してい 

くための取り組みが必要であると感じます。 

先進的な自治体では既に様々な取り組みをしており、長野県松本市では食品ロスを「もった 

いない」の気持ちで、事業者と行政が協力し、一般廃棄物の減少を図ることを目的に、食品ロ 

ス削減を推進する飲食店、宿泊施設又は事業所に対して、「残さず食べよう！」運動の推進 

店・事業所として認定する制度をスタートした。 

例えば、宴会での食べ残しを減らしていく為に、宴席で乾杯後の30分間、中締め前の10分間 

は自席で食事を楽しむ時間として、予め「残さず食べよう！３０１０運動」への協力をアナウ 

ンスして協力を促し、実践を進めている。また、高齢者などから宴会時に出される料理の量が 

そもそも多過ぎて食べ切れないとの意見を踏まえ、「量より質を重視したメニュー」や「食べ 

切れる分量のメニュー」を「プラチナメニュー」と名付けて、市内で協力していただける飲食 

店を募集している。そして「残さず食べよう！３０１０運動」の協力店には、市が作製したＰ 

Ｒ用ポスターやコースター、ポケットティッシュ等を無料で配布し、周知徹底を強化してい 

る。また、家庭から出る生ごみのうち、約３割がまだ食べられるのに廃棄されていて、食品ロ 

スの約半分は一般家庭からの物であることから、「毎月30日は、冷蔵庫クリーンアップデー」、 

そして「毎月10日はもったいないクッキングデー」とし、冷蔵庫の賞味期限・消費期限の近い 

商品や野菜・肉などの傷みやすい食材を積極的に使用することを啓発して、食品ロス削減に取 

り組んでいる。 

そこで伺います 

(1) 焼津市の食品ロスの現状について（過去３年間の推移） 

(2) 食品ロスの削減に向けた焼津市の取り組みの現状 

(3) 食品ロス削減の今後の強化施策および削減目標の設定 

 

２ 乳がん自己検診用グローブの導入で、がん検診受診への啓発を！ 

生涯のうちに乳がんを患う日本人女性は、現在12人に１人と言われている。また乳がんで亡 

くなる女性は、2013年に13,000人を超え、1980年と比べて約３倍になっている。厚生労働省が 

発表した人口動態統計では、2014年の乳がんによる死亡者数は13,240人となり、残念ながら増 

加している。 

年齢別に見た場合、胃がんや肺がん、大腸がんのように年齢が高まると共に、増えるがんと 

は異なり、乳がんは30代から増加し始めて、40代後半から50代前半にピークを迎え、比較的若 
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い世代で多く罹っている。このため、若い時から乳がんに関心を持つことが大切である。日本 

人女性が一番多く発症しているのは乳がんですが、乳がんは自分で発見できる唯一のがんでも 

ある。欧米では、乳がん検診受診率の向上により早期発見が増え、死亡率が年々減少してい 

る。その一方で、日本では国が定期的な検診受診を推進しているものの、乳がんの検診受診率 

は低く、経済開発協力機構の加盟国30カ国の中でも最低レベルに位置し、死亡率は年々増加傾 

向になっている。 

乳がんは早期発見が重要です。早期発見に必要なことは、自分の胸の状況を見て触って知っ 

ておくということで、些細な変化に気付くことが出来るようになってくる。若い女性の方は、 

乳腺が発達しているので、マンモグラフィ検査には適してません。乳がんは、早期発見して適 

切に治療が出来れば、９割は助かると言われています。こわい、痛そう、恥ずかしい、或いは 

日々の生活の多忙さで、がん検診から遠ざかっている方には、まず月１回程度の自己検診を行 

うことが最も好ましいことのようです。また、定期検診を受診しているから安心と思っている 

方も、乳房の異常に早く気付くためにも、月１回の自己検診が効果的だと言われる。 

そこで提案したいのが、「乳がんグローブ」の導入です。 

乳がんグローブは、手にはめると指先の感覚が鋭敏になり、髪の毛１本分の凹凸まで分かり 

ます。より小さな病片にも気づける可能性が高くなってくる。そして乳がんグローブでの自己 

検診をすることがきっかけで、乳房のチェックポイントをだんだんと押せるようになってき 

て、乳がんグローブを着けなくても自己検診をすることが簡単になる。そうなると機会を見て 

乳がんの定期検診を受けようという意識が高まってくる。 

東京都豊島区では、2013年４月より豊島区がん対策推進条例を制定し、がん検診の無料化、 

乳がん検診の受診を勧めるＤＶＤの作製、イベントの開催などでＰＲに努めています。また、 

がん教育の実施と共に、小中学校の保護者に向けた乳がん検診の講習会を出前講座で実施し 

て、自己検診で異常を把握してもらうために、乳がんグローブを配布して、毎年2,000枚程度 

が活用されている。2009年に、初めて乳がんグローブを導入した時は、配布場所の保健センタ 

ーに長蛇の列ができ、あっという間に無くなったため、追加購入をして配布するというくらい 

の反響があったそうです。この豊島区で導入したきっかけは、20代女性から「税金は納めてい 

るけど、自分たちのために、税金が使われているとは感じられない」との声があったことから 

でした。乳がん検診は30代から（焼津市も）で、働く20代の女性の健康を守る施策は、特に取 

り入れられていない状況であった。また、乳がんの病状期と年齢を見ると、20代以下の女性 

は、30代以上の女性よりもステージ３の進行がんの発症が多く、これは若い女性が乳がん検診 

を受ける機会が少なく、気づいた時には腫瘍が大きくなってしまっているケースが多いようで 

す。20代で、がん検診の受診の機会が少ない女性が、自分自身を自らで守るきっかけ作りと、 

がん検診受診へとつなげる意識啓発のためにも「乳がんグローブ」を導入していただきたいと 

思いますが、市の考えを伺います 

 

 ２ 杉﨑辰行議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 
防災対策・計画の進捗状況について ―市民のための最大限の安全を目指して― 

各地で毎年、自然災害による甚大な被害が出ているので、これらを教訓に実効性のある対策 

が求められている。焼津市では「地域防災計画」を本年も３月に作成しているが、内容は前年 

をほぼ継承している。 

毎年更新されるこの「地域防災計画」は、前年とどこが変わったのかも含み、焼津市の安全 

安心を限りなく追求し、早期に対応する必要があることから、これらに関する市の対応状況を 
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質問する 

(1) 「地域防災計画」は前年とどこが変ったのか伺う 

(2) 「地域防災計画」を市民へどのように浸透させているか伺う 

(3) この「地域防災計画」の共通対策の第２章第５節防災のための調査研究の冒頭で、「本市 

の地域特性に応じた地域防災計画の改訂に役立てる」と記されているが、その進捗と計画改 

訂について伺う 

(4) 防災設備面での計画と進捗状況について伺う 

(5) 防災面で市長は就任当初「港を守らずしてどこを守る」と公言していたが、あれから４ 

年、未だに焼津漁港と大井川港周辺の津波対策が見えないのはなぜか伺う 

(6) 防災とは、命を守ることを最優先に対応すべきだが、市の計画等に違和感があるので、市 

長の考えを伺う 

 

 ３ 太田浩三郎議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 市長 

 

１ 安全で快適なまちづくりから、良好な住環境整備や交通安全対策及び災害対策について 

(1) 焼津市交通安全計画に基づく各種施策について。 

焼津市交通安全計画も第10次を迎えます。この計画は国、県の交通安全計画に基づき、焼 

津市の地域における陸上交通の安全に関する長期的な施策を総合的かつ計画的に推進する為 

に定めるとありました。 

平成27年では死者５人、負傷者1,588人、人身事故件数1,215件に達しています。県内でも 

毎年ワースト５位以内が続いています。 

ア 最近は通学路での集団登校の列に飛び込む事故が多発しています。交通安全の指導員や 

関係者の皆様のご努力により危険防止が図られていますが、市内の通学路の安全確保はな 

されていますか 

イ 高齢者の事故も増加しています。発生時間も午前８～10時・10時～12時の時間帯の発生 

が１位２位でした。この時間帯は通勤時間帯を過ぎた時間帯にも関わらず発生件数が多 

い。高齢者対策はどの様に指導されていますか。又高齢者の車両による事故件数も増加を 

示し高齢化率も上がる中、当市としてはどの様に対処しますか 

ウ 通勤・通学の自転車使用による事故も増加傾向を示しています。朝の通勤通学時間帯で 

の事故増加、出会い頭事故が全事故の75％をしめているそうです。又一時停止違反による 

事故が多発しているとの事でした。どの様な対策をお考えかお聞きします 

(2) 住環境整備や交通安全対策について。 

市民の安心・安全を確保することが行政の大きな役割であります。市民の安全確保とし 

て、安心出来る歩道や通学路の整備、横断歩道等の確保、街灯の設置など白線の明確化等考 

えられます。 

ア 市内においては現在の施設等で十分とお考えですか 

イ 市内全域の交通施設を把握し、対処していますか 

ウ 白線等既に消えかかり夜間では白線が確認出来ない状況で街灯もなく人が歩けば事故の 

確率は増大すると思いますが如何でしょうか 

エ 市債の償還が可能ならばもっと安全対策に投資すべきだと考えますが如何でしょうか。 

行財政改革とふるさと納税により133億円の10％もあればかなりの交通対策が可能だと考 

えますが如何でしょうか 

オ 将来の子供たちへの投資であれば市民の皆様も許容して頂けると思いますが如何でしょ 
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うか 

(3) 災害時に備えての交通の安全について。 

最近では集中豪雨や河川の氾濫が多発しています。当市では東海・東南海地震の対策と共 

に自然災害等にも向き合わなければなりません。市民が避難するには既存の道路による避難 

を行政は指導しています。現況道路には電信柱やブロック塀や木立等もあり、これで避難は 

大丈夫なのか心配になります。 

ア 行政の指導をお伺いします 

イ 避難路の確保は出来ているのでしょうか 

ウ 車での移動等の指導はどのようにしていますか 

エ 夜間移動の確認などはどの様に指導していますか 

オ 同報無線が聞き取りにくい場合もありますが、どのように対処していますか 

 

２ 活力ある産業と賑わいのあるまちづくりから地域の活性化及び庁舎について 

地方版総合戦略の取り組み及び中心市街地活性化について。 

地方創生に基づく「地方版総合戦略」は各自治体において2015年度を初年度とする５カ年 

計画として策定されました。当市においても焼津未来創生総合戦略として策定されました。 

地方創生は自主性・主体性が本質だから将来の財源処置が不明確であっても地域づくりが必 

要なことは「自ら行う」事が重要であるといわれる。人口減少に歯止めをかけ東京圏への人 

口集中を是正しそれぞれの地域で住みよい環境を確保するなどを目的に「まち・ひと・しご 

と創生法」が設置された。 

人口問題を考えるならば当然仕事がなければ人口は増えません。当市の経済センサスによ 

る事業所の推移をみると、2006年から2012年の間に7,162事業所から6,608事業所、６年間で 

554事業所が減少している。この数字はすべての産業で減少を示しています。従業員数では 

６年間で3,002人減少しています。 

地域の産業による人口増加を図るには基盤産業を強化する必要があります。 

ア 焼津市中心市街地活性化基本計画によれば中心市街地の現状では平成15年から平成26年 

の期間で13.8％の人口減少、焼津駅の乗車人口は12.6％の減少、５商店街の商店数が 

30.3％の減少を示しています。 

どの様な施策で中心市街地として活性化させて再建しますか。又基盤企業をどこに誘致 

しますかお聞きいたします 

イ 中心市街地の課題として次の項目が示されています 

A）人口減少。B)少子化・高齢化社会への対応の遅れ。C)安全・安心への懸念。D)商業 

機能の低下。E)生活利便機能の不足。F)憩う・楽しむ・ふれあう”空間”の不足。G)にぎ 

わいの不足。 

以上が課題として明記されていました。これをどの様に克服し市街地の活性化を図ろう 

としますか 

ウ 従来から焼津市役所が設置されていたにも関わらず上記のような結果が示されていま 

す。今後庁舎が設置されても過去の賑わいがとりもどせるとは考えられないのですが如何 

ですか 

エ 中心市街地の課題をクリアーしても平成26年は10,232人が平成32年の人口は9,800人の 

予測でした。事業未実施の場合人口は9,459人と予測されています。経済効果からすると 

どの様な効果が期待できますか。ご答弁願います。 

５商店街の店舗数も平成27年は148店舗が平成32年には150店舗と２店舗の増加です。未 

実施の場合123店舗となり25店舗の減少となります。この状況でも中心市街地事業を展開 

なさいますか 

オ 市街地の再開発事業ならば可能かもしれませんが地域の皆さんが声をだして自分たちが 
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主役にならなければ事業は進みません。行政に言われたからとか誰かに進められたからと 

かの事業は成功しないと言われています。市長のお考えをお聞きします 

カ 課題の中で安全・安心への懸念としてあげられています。一般市民が懸念される事は行 

政としても考慮する必要があると思いますが如何でしょうか 

 

４ 齋藤寛之議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 教育長 

 

全国学力・学習状況調査の結果について 

全国学力・学習状況調査の結果について 

文部科学省は本年４月に全国一斉に実施した、小学６年生と中学３年生を対象とした全国 

学力・学習状況調査の結果を公表しました。その結果、本県公立小学６年生と中学生は、８ 

種類のテストで全国平均を上回ったとされており、３年前の平成25年度に実施された、当時 

の小学６年生は、全国最下位だった国語Ａをはじめ、低迷したが、中学３年生になった今、 

成績の改善が顕著に示された事が報道された。 

今回の調査において、中学校では、基礎問題である国語Ａが全国７位に位置され、数学Ａ 

では８位となり、更に応用問題では国語Ｂが５位、数学Ｂでも５位となり、いずれも１桁台 

の成績を収め、総合しても５位の成績となったことが示されました。 

又、小学生では総合で小学６年の国語Ａが全国７位、算数Ａが13位となり、国語Ｂでも同 

じ13位、算数Ｂは14位となり、総合でも12位となり、ともに上位の成績を収め、平成26年度 

以降成績向上の流れを維持された事が、はっきり示されております。 

特に、今回のテスト結果は、小学６年生・中学３年生ともに、全国を下回った設問の領域 

は殆どなかったとされており、県の教育委員会は研修の充実等を通じた授業改善や、文科省 

での結果の公表を待たずに、自己採点を行い課題を分析する早期対応を実施され、平成26年 

以降のこうした取り組みが定着した事を強調している。小学６年当時から、大きく順位を上 

げた中学３年生の結果について、子供達の頑張りを称賛すると共に、義務教育の９年間を着 

実に取り組まれてきた地域の教育関係者に敬意と感謝の気持ちを思う処でございます。 

 

ここでお伺いします。 

焼津市の小・中学校の結果についてはどうであったか。また、教育の場を預かる指導者と 

してその結果についてどのようにお考えかお伺いしたい 

 

５ 青島悦世議員（質問方式 一問一答） 

答弁を求める者 病院事業管理者 

 

焼津市病院事業における土地利用に関して 

病院周辺の民地の取得について 

まず、病院は慢性的な駐車場不足の現況にあり、駐車場用地の確保は、病院にとって喫緊 

の課題であると伺っている。さらに、新病院の建替えにあたり、限られた現有地において将 

来に亘る拡張性を持つ必要があるということがいえる。加えて、「建設場所の決定」が議論 

の土台となるため、正確な検証のために、病院敷地は、まず担保されているべき条件である 

といえるので、基本計画という議論の本格化を考えれば、可能な限り、一日も早く、土地の 

取得に乗り出すべきである。このため、より広い、より連続した敷地の確保にできるだけ早 
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く努めていくべきであるという結論に至った。 

そこで、この結論について、実施主体である病院の考えを伺う 

周辺の土地を、取得することについて、どのように考えるか。 

 

６ 深田百合子議員（質問方式 一問一答） 

   答弁を求める者 市長 

 

１ 「障害のある人もない人もあたりまえに暮らせる焼津市条例」の制定及び改定障害者総合支 

援法を見直し、特に第７条「65歳以上の介護保険優先原則」の撤廃を 

障害者差別解消法が2016年４月から施行され、同月より焼津市内の公共施設に「みんな知っ 

ている？」障害者差別解消法ポスターが掲示された。しかし現在は殆ど見かけない。  

障害者差別解消法は、「合理的配慮の提供」を国・自治体、民間事業者に求めている。合理 

的配慮の提供とは、視覚障害者が試験を受ける時は点字で行う事や、聴覚障害者が参加する会 

議には手話通訳、難聴者には磁気ループ・要約筆記を配置すること等、障害のある人が障害の 

ない人と同じことができるよう、それぞれの障害に応じておこなうことである。対象は、障害 

者手帳を持つ人だけでなく、心身に障害があり障害や社会的障壁により、日常生活などに制限 

を受けている人で、慢性疾患患者なども含まれる。 

同法は2013年国会において全会一致で成立。2014年１月の国連の「障害者権利条約」の批准 

に向けた国内法整備の一環と言われ、今年２月には障害者権利条約の第１回政府報告書が国連 

に提出された。しかし、法制度の説明は詳しいが「もたされた進歩」は殆ど書かれていなかっ 

た。 

そうして2016年５月25日第190回通常国会では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的 

に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（以下：障害者総合支援法）の 

改定案が賛成多数で可決された。障害者支援法３年後の見直しに基づく、この改定案は重度訪 

問介護利用や自立生活援助などの要望を部分的に反映したものの▼ 65歳以上は介護保険に移 

行、▼要件を設けて対象者を絞り込む、▼自立生活援助はグループホームの軽度者外しになり 

かねないなど、重大な問題をはらんでいる。そのため衆議院で10項目、参議院では17項目もの 

付帯決議が上げられた。 

同法案が可決・成立された日、障害者団体からは、部分的な改善は評価しつつ、「介護保険 

サービスとの統合の地ならし、あるいは障害者自立支援法への回帰としか言いようがない 

・・・法改定の真の目的も財政の効率化であり、公的責任の後退と放棄である」（きょうされ 

ん：旧共同作業所全国連絡会）、「基本合意・骨格提言・障害者権利条約に基づく法制度実現 

とかけはなれたものであり・・・当事者の声をもとに障害者の基本的人権を支援する新法を制 

定する改革の目標と程遠い」（障害者自立支援法違憲訴訟団）など、厳しい声明が出された。 

現在「障害者権利条約を批准した国にふさわしい、国の責任による障害福祉制度の充実を求め 

る」運動が各地でおこなわれている。 

焼津市では「障害者総合支援法」に基づき、「第４期焼津市障害者福祉計画」（2015年度～ 

2017年度）に沿って、地域において必要な障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、 

障害児通所支援などに取り組んでいる。焼津市内の障害手帳所持者数は6,211人（身体障害者 

手帳4,462人、療育手帳1,084人、精神障害者保健福祉手帳665人：2015年度）で人口の4.39 

％。そして全国的には年収122万円の「貧困線を」下回る障害のある人が８割に及ぶ。年齢が

上がっても増えない障害基礎年金は、生活保護基準よりも低い水準のままで、同年代の人の半

分にも届かない。 
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障害のあるお子さんを持つ親御さんから聞いた「親亡き後が一番心配、どうやって生きてい 

けるのか」の声はあまりにも切実である。焼津市も、障害者権利条約や憲法25条の基本的人権 

を尊重し、「障害があっても一人の市民として生活できるよう」必要な施策をおこない、国の 

障害者総合支援法の見直しが求められている。 

(1) 障害者差別解消法の取り組み～国立市のように焼津市版「あたりまえ」条例の制定を 

ア 同法は「差別」の定義があいまいである。国のガイドラインには「合理的配慮の提供」 

と「不当な差別的取扱い」の具体例を示しているが、なにが社会的障壁にあたるかは障害 

者に「意思表明」を求めるとしているが、意思表明が困難な人はどうなるのか。焼津市の 

受けとめ方と取り組みはどうか 

イ 障害のある人が差別を受けた時に相談する窓口はどうなっているか 

ウ 東京都国立市（市民厚生常任委員会行政視察10/24）は、2005年に「国立市誰もがあた 

りまえに暮らすまちにするための『しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言』に基 

づき、障害のある人もない人も共に国連の障害者権利条約を学習、ワークショップを経て 

同表題の条例、通称「あたりまえ条例」を制定し、2016年４月から施行。焼津市も国立市 

のように学習・ワークショップを行い、差別の事案があった時の手続きの流れを位置づけ 

た焼津市版「あたりまえ」条例を制定することが求められるがどうか 

(2) 焼津市の障害者医療費助成制度～窓口無料と精神２級の拡充を 

障害者の方々から、「後から500円分が差し引かれて振り込まれてくるが、先に健康保険 

の３割分を払うのはとても大変」、また「精神障害２級だが、助成制度の対象となっていな 

い。精神疾患だけでなく皮膚科・歯医者など一般診察代も掛かっている。親が援助している 

が年金生活になったらとても払えない」など、深刻な声が寄せられている。 

焼津市の重度障害者（児）の医療費助成制度は、静岡県基準の身体障害者手帳１・２級、 

療育手帳A、特別児童扶養手当１級、身体障害者手帳内部障害３級（当該障害に係る医療費 

のみ）、精神障害者保健福祉手帳１級に、療育手帳Bの単独助成をおこなっている。所得制 

限があり、自己負担は、１か月１医療機関につき500円の自動償還払である。窓口無料（現 

物給付）の子ども医療費助成制度と比べると、障害者医療費助成制度は進んでいない。 

愛知県・岐阜県・三重県の身体障害者医療費制度は、自己負担は無く、岐阜県と愛知県は 

窓口無料（現物給付）となっている。愛知県は精神障害者保健福祉手帳１級と共に２級も対 

象で、愛知県内の多くの自治体が通院・入院共に、精神疾患だけでなく一般疾患も対象であ 

る。静岡県内では湖西市と小山町が入院時の食費助成・自己負担無しである。焼津市も窓口 

無料の現物給付と精神障害者保健福祉手帳１級から２級へ拡充することを求めたい。 

(3) 改定障害者総合支援法：第７条関係「介護保険優先原則」は撤廃すべき 

いわゆる「65歳問題」の矛盾があらわれている介護保険優先原則。これは、65歳になると 

半強制的に介護保険に移行させられる「介護保険優先の原則」（同法第７条関係）で、改定 

案はここを解消せず、「65歳になったら、これまで無料だった障害福祉サービスが１割負担 

となり、必要な支援が受けられなくなる」と、危惧する声が広がり、岡山市や千葉市で「優 

先原則」の不当性を訴える訴訟も起きている。そこで焼津市の状況はどうか、また介護保険 

優先原則を撤廃すべきと考えるが市長の見解を伺う。 

(4) 報酬の日払い方式と常勤換算方式の見直しと本体報酬の増額を 

自立支援法になってから問題となっていた日払い方式。これは利用者が病気などで事業所 

を休むと国から報酬が出ず、グループホームでも土日や夏休みなどで利用者が帰省するとそ 

の分報酬が減らされる日割り計算方式で、事業所の運営を不安定にさせている。 

ア 事業所が障害のある人たちをしっかり支援し続けることができるよう、事業費運営は月 

払い方式にすべきと考えるがどうか 

イ 事業所は、常勤換算方式によって、正規の常勤職員でなく、専門性のないパートやアル 

バイトの職員が増え、給料も低いため障害者支援の仕事を選ぶ人が減っている。焼津市内 
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の状況はどうか 

ウ 常勤換算方式をやめ、国庫負担の本体報酬を増やすことが必要と考えるが、市長の見解 

を伺う 

 

２ 来年４月から要支援１・２の方の介護保険制度と市の総合事業について、及び介護を必要と 

する人が必要な介護サービスを受けられるために、連続改悪の中止を 

安倍政権は2014年の医療介護総合確保法として成立させた改定介護保険法により①要支援 

１・２の方のホームヘルプサービス（訪問介護）とデイサービス（通所介護）を介護保険給付 

外し（2018年度から）②特別養護老人ホームの入所資格を原則「要介護３以上」の高齢者に限 

定（2015年度実施）し、③一定所得以上の介護保険サービス利用者自己負担を１割から２割に 

引き上げ（2015年８月より実施）、④介護施設の食費や居住費を軽減する補足給付は、受給要 

件を資産や非課税年金（2016年８月から）も収入とみなし、世帯分離をしても別居の配偶者に 

課税所得であれば補足給付の対象外とするなど、徹底した給付抑制と自己負担増を進めてき 

た。そのためサービス利用を諦めたり、年金収入が少なくても資産があるために軽減措置を受 

けられない人が出てしまっている。介護事業所では、2015年度に基本報酬が4.48％も引き下げ 

られ、特別養護老人ホームは全体で平均６％の引き下げ、小規模通所介護は最大で9.8％も引 

き下げられ、2015年の介護事業所の倒産は全国では76件と過去最多を記録し、中小事業所の倒 

産が６割を占めている（東京商工リサーチ調べ）。焼津市内の介護事業所も同様で、多くの介 

護事業所は減収となり、慢性的な介護士不足が続き、運営は困難となっている。「介護保険料 

を納めていても、いざと言う時に使えないなんて、国家的詐欺だ」と、利用者やその家族、高 

齢者・介護事業所等の不満と怒りは当然であり、介護が必要な人が、必要な介護を受けられる 

よう、社会保障の充実こそ求められている。 

(1) 来年４月からの要支援１・２の訪問介護と通所介護について 

焼津市は改定介護保険法に基づき、2017年４月から要支援１・２に認定された利用者のホ 

ームヘルプサービス（訪問介護）とデイサービス（通所介護）を、市の「総合事業」へ段階 

的に移行するとしている。そして介護保険の相談・申請は、長寿福祉課窓口又はお住まいの 

地域の「地域包括支援センター」で、従来の要支援認定を受ける「介護予防給付」か、基本 

チェックリストをやって市の「総合事業」か、どちらかを選択するとしている。しかし2017 

年度は選択できるが、2018年度からは完全に要支援１・２の訪問介護と通所介護の予防給付 

は廃止され、全て総合事業に移行するとしている 

ア 市の「総合事業」には①訪問サービス②通所型サービス③生活支援サービスがあるが内 

容と利用料金はどうか。また居宅介護事業所の受け入れ状況はどうか 

イ 市民の方々から、「市の総合事業の内容がよくわからない」、「利用料金はどうなるの 

か」「要支援となったら介護サービスの利用ができなくなってしまうのではないか」「介 

護サービスの質が落ちてしまうのではないか」など、不安な声が寄せられている。市民の 

皆さんへの説明はどのようにおこなうのか 

ウ 市の総合事業として、「買い物代行サービス」、「山ほどの落ち葉を拾って欲しい」、 

「電球を変えて欲しい」、「骨折した時病院に連れて行ってほしい」など、単発のサービ 

スも求める意見があるがどうか。 

エ 2018年４月からは、要支援１・２のホームヘルプサービス（訪問介護）・デイサービス 

（通所介護）の介護予防給付はなくなり、市の総合事業だけになると聞くが、①継続して 

いる利用者はどうなるのか。②新規の方はチェックリストだけとなり、介護申請はできな 

くなるのか。③介護事業所への総合事業費は予防給付費と比べどうなるのか 

(2) 特別養護老人ホーム待機者解消について 

特別養護老人ホームは、「原則要介護３以上の「入所厳格化」により、待機者が静岡県で 

53％も減少（2013年から2016年）、一方では、門前払いや行き場のない「介護難民」、家族 
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の介護離職の増加が懸念される」との報道がある 

ア 焼津市の状況はどうか 

イ 市内特別養護老人ホームは全て50床から90床の施設である。市内50床の特別養護老人ホ 

ームのベッド数を増やす増設整備で、待機者解消を図るべきではないか 

ウ 特別養護老人ホームの新設整備は、全てユニット型（個室）である。国民年金受給者高 

齢者が入所できるよう、多床室の整備が必要ではないか 

(3) 必要な人が必要な介護サービスを受けられるために、連続改悪の中止を 

焼津市議会も国に意見書をあげた要介護１・２の軽度者向け生活援助サービスの保険給付 

外しは、国民・市民の批判の広がりで見送られたが、国の17年度予算では厚労省の概算要求 

段階で6,400億円に抑えた自然増をさらに1,400億円カットするとして、社会保障の制度改悪 

を加速している。国の17年度予算での焦点は、医療では①後期高齢者医療制度の保険料軽減 

措置の撤廃、②70歳以上の高齢者の高額療養費の月額上限引き上げ③介護では「高額介護サ 

ービス費」の月額上限引き上げ、④「要介護１・２の人の訪問介護・通所介護を市町村事業 

に移す、⑤65歳から74歳の利用者負担を原則２割とするなど、高齢者をはじめ国民・市民の 

暮らしの実態を無視した改悪である。今、介護の現場は職員の皆さんの献身的努力に支えら 

れているのが現状である。しかしそうした現状も限界があり、「持続可能性」があるとは思 

えない。介護保険の連続改悪を続けていけば、制度崩壊の危機に直面してしまう。改悪の流 

れをストップさせるべきと考えるが市長の見解を伺う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


