
  予算常任委員会会議記録（概要） 

 令和２年２月２８日（金） 

  開  会  午前９時０分 

 【議  事】 

 ○議案第３号「令和元年度所沢市所沢都市計画事業狭山ケ丘土地区画

整理特別会計補正予算（第２号）」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

矢作委員 仮換地ができていない地権者数と筆数を教えていただきたい。 

  

新井狭山ケ丘区画

整理担当参事 

令和２年１月３１日現在で所沢市を含めて３６人、３６画地が仮換地

の未指定です。 

 【質疑終結】 

 【意  見】な  し 

 【採  決】 

 議案第３号については、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決

する。 
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 ○議案第４号「令和元年度所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区

画整理特別会計補正予算（第２号）」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 【意  見】な  し 

 【採  決】 

 議案第４号については、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決

する。 

 休  憩（午前９時４分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時６分） 
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 ○議案第２号「令和元年度所沢市交通災害共済特別会計補正予算（第

１号）」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 【意  見】な  し 

 【採  決】 

 議案第２号については、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決

する。 

 休  憩（午前９時７分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時８分） 
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 ○議案第５号「令和元年度所沢市国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

矢作委員  歳入の社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、歳出ではシス

テム改修委託料のことか。 

  

森田国民健康保険

課長 

 歳出のシステム改修委託料に対する補助金を歳入で計上しています。 

 

  

荒川委員  令和元年度の当初予算での運営費繰入金は幾らか。 

  

森田国民健康保険

課長 

 令和元年度の当初予算の運営費繰入金は４億６，１７０万４，０００

円です。 

  

荒川委員  約１億２，２００万円を今回戻す。４億円からこれを引くと３億円ぐ

らいになる。 

  

森田国民健康保険

課長 

 １２月定例会の補正予算で返還金が生じて、その際に約９，１８９万

５，０００円の追加をお願いしています。この分が入っていますので、

最終的には補正後の予算額は４億２，５５６万５，０００円です。 
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荒川委員  事務費繰入金もマイナンバー関連か。 

  

森田国民健康保険

課長 

 そのとおりです。 

 【質疑終結】 

 【意  見】 

矢作委員  日本共産党所沢市議団を代表して、議案第５号に反対の立場から意見

を申し上げます。歳入の国県支出金のうちの社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金と一般会計繰入金のマイナンバーに関連する部分、歳

出では総務事務費の税系システム改修委託料追加です。今回の改正では

マイナンバー制度で自治体間等の情報連携を行うため高額療養費、高額

介護合算療養費を反映するものです。個人情報が全て明らかにされ、情

報漏えいが続く中、この議案については賛成できません。 

  

大石委員  自由民主党・無所属の会を代表して議案第５号に賛成の立場から意

見を申し上げます。円滑な運営をしていくために必要なシステムの改修

なので賛成します。なお、情報の管理については今後もさらに徹底して

ください。 

 【意見終結】 

 【採  決】 
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 議案第５号については、挙手多数により、原案のとおり可決すべきも

のと決する。 
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 ○議案第６号「令和元年度所沢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 【意  見】な  し 

 【採  決】 

 議案第６号については、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決

する。 

 休  憩（午前９時１５分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時２０分） 
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 ○議案第１号「令和元年度所沢市一般会計補正予算（第９号）」 

（議会事務局） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前９時２１分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時２２分） 

 （出納室） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

植竹委員 県収入証紙の単価は高いものと思っていないが、３００万円の減額

はなぜ発生したか。 

  

増田出納室長 毎年約５００万円の販売実績で推移しています。例年の年度末の証

紙の手持ち額を５００万円前後と考えていて、今年度はさらに県証紙を

購入しなくても市民サービスの低下にはつながらないと考え、今年度の

購入額を３００万円減らすこととしたものです。 

  

植竹委員 これまでのストック分で、新たに証紙を買わずに済んだということ

か。 
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増田出納室長 在庫が残っていたので今年度は買わないで済むと判断しました。 

  

植竹委員 こうした在庫整理は定期的に行っていたのか。 

  

増田出納室長 在庫の確認は毎日行っており、合わせて毎月現金出納検査を受けて

います。適切な在庫量を超えるとして減額補正をお願いしたのは直近で

は平成２７年度に２００万円、その前には平成２４年度に５００万円の

減額をしています。 

  

植竹委員 県収入証紙の市内での販売はどれぐらいのところで行っているか。 

  

増田出納室長 市内では市役所以外でも埼玉りそな銀行の４支店、ファミリーマー

トの１２支店等の２１カ所で販売しています。 

  

植竹委員 市役所で県収入証紙を販売することの市民へのメリットはどのよう

に考えているか。 

  

増田出納室長 県収入証紙は１円から１万円まで計１８種類の金種がございます。

特に、２，０００円の証紙は年間１，０００枚以上の販売がありますの

で大口の購入希望などに対応できるよう全ての金種を在庫しているこ

とがメリットと考えています。 
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杉田委員 直近３年間の販売実績は横ばいか。 

  

増田出納室長 平成２８年度は１，３４５件で４９７万５，１３０円、平成２９年

度は１，１９９件で５２４万３，１３０円、平成３０年度は１，４６７

件で４５６万８，０６０円です。 

 休  憩（午前９時２６分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時２７分） 

 （経営企画部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前９時２８分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時２９分） 

 （総務部のうち一部、選挙管理委員会事務局） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

杉田委員  参議院議員選挙の場合は国で、県議会議員選挙は県なので国県支出金

で全額出ると思っていたが、よく見ると一般財源が少し入っているのは

なぜか。 
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小林選挙管理委員

会事務局次長 

 国の選挙では事業用備品に関しては、市でも負担していていただきた

いと通知があって、１７３万円を一般財源から支出することになりまし

た。 

 休  憩（午前９時３０分） 

 説明員交代 

  再  開（午前９時３１分） 

 （総務部危機管理課） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前９時３３分） 

 （説明員交代） 

 再  開（午前９時３５分） 

 （市民部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

荻野委員 寄付金を財源変更ということで、ミューズのパイプオルガンのオーバ

ーホールのふるさと応援寄付ということだったが、当初に比べてだいぶ

ふえたのでよかったと思う。寄付を行っているという周知とかそれにつ

いてはどのように取り組まれたのか。 
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吉田文化芸術振興

課長 

寄付を集める周知方法については、市ホームページで財政課がふるさ

と納税と同じように呼びかけたものです。 

  

荻野委員 それ以外にもし、何かやったことがあれば。 

  

吉田文化芸術振興

課長 

ミューズの友の会のほうにも呼びかけを行いました。 

  

荻野委員 議案説明の中で７９件という説明があったと思う。市内と市外の内

訳、トータル２１９万８，０００円ということなので、その中で大口の

方がいらっしゃったのか、それについて伺いたい。 

  

吉田文化芸術振興

課長 

市外の寄付者については７９件中２５件です。最高額については１０

０万円の方が１名いらっしゃいました。最低額は２，０００円です。 

  

荒川委員 負担金補助及び交付金で西所沢駅の自由通路、橋上駅を方針変更して

改札口を造るのだろうが、お聞きしたいのは、秋津駅もそうだが、橋上

駅ではないために、いちいち入場券を買わなければならないと。ただ、

西所沢駅は北側に踏切があって、あの踏切は生かすのか。あの踏切があ

れば駅を使わずに商店街へ行ける。設計上はどういう考え方なのか。 
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田中交通安全課長 委員の御指摘があったように、東西の立地を考えて当初は自由通路、

橋上駅舎というものを考えておりました。しかし相手も改めて設計をし

たところ、３年開設が伸びてしまう、また、経費も倍近く増えるという

ことで、改札口をとりあえず造って、そもそもの請願の目的がとにかく

改札口を造って、東側にいらっしゃる方が駅に行けるようにということ

が第一だったものですから、その辺のところを西武鉄道と話をして、ま

ずは改札口を開くということで話を進めているものです。本当は双方で

行き来出来ればよいのでしょうが、今後はその辺のところは、改札がで

きた後にそういう問題はできてくると思いますので、西武鉄道とは市民

の利便性みたいなものを考えながら協議していきたいと思います。踏切

対策については、それによって自由通路とは違いますが、踏切対策とし

てこの事業が生かされればとは考えております。 

  

荒川委員 現在、あの踏切を残そうという考え方はあるのか、ないのか。そこだ

けお聞きしたい。 

  

川上市民部長 御指摘の踏切は１号踏切と呼んでいる北側の踏切だと思いますが、あ

ちらについては、閉鎖するといったことは特にまだないと思います。 

  

島田委員 議案資料ナンバー１からになるが、コンビニ交付サービス事業で年間

発行枚数が８，４００枚と見込んだ根拠についてお聞きしたい。 
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橋本市民課長 平成３０年度の実績が月約６００枚だったことから、今年度は月７０

０枚で８，４００枚と見込んだものです。 

  

島田委員 住民票のコンビニサービスは平成２８年１２月からスタートしてい

ると思う。平成２９年度、３０年度の利用状況の推移がわかればお示し

いただきたい。 

  

橋本市民課長 住民登録写しで申し上げますと、平成２９年度は２，３７１枚、平成

３０年度は３，７８９枚です。 

  

島田委員 コンビニサービスを利用している年齢層、地域、曜日による偏りなど、

特色はあるのか。 

  

橋本市民課長 曜日別ですが、月曜日の利用がやはり一番多く、次に火曜日の順とな

っており、水曜日や土曜日は少ない傾向にあります。なお、利用者の年

齢や利用地域については、コンビニ交付手数料を取りまとめている地方

公共団体情報システム機構から報告がされておりませんので、わかりま

せん。 

  

島田委員 同様のサービスをしている他自治体でも今言ったような傾向は同じ
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か。 

  

橋本市民課長 平成２９年度からコンビニ交付サービスを行っております川越市、狭

山市に問い合わせたところ、いずれの市も前年より交付枚数は増加して

いるということでしたので、当市と同様の傾向にあると思われますが、

曜日の傾向についてはわかりません。 

  

島田委員 来年度以降も増加傾向と見込んでいるが、利用状況の増加の要因はど

のように考えているか。 

  

橋本市民課長 やはりマイナンバーカードを取得されている市民の方がふえている

ということと、住民票の写し等の証明書が近くのコンビニエンススト

ア、しかも休日など市役所が時間外でも取れるという利便性が広く周知

され始めているのが要因ではないかと考えております。 

  

荻野委員 時々、メンテナンスとかで利用ができないというお知らせが入ってく

ることがある。実際、そういった周知はどういう方法でやっているのか。 

  

橋本市民課長 大体、年に１回１日あるのですが、事前にホームページ等での周知を

行っております。 
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荻野委員 そうすると、知らないでコンビニに取りに行って、苦情というか問い

合わせが入ることはあるのか。 

  

橋本市民課長 やはり当日わからないで行ってしまったということでのお問い合わ

せはありますので、それについては丁寧に説明をして御理解をいただい

ております。 

  

荻野委員 導入したときに色々、機械の不具合がある場合があるのではないかと

か、情報が漏れる恐れがあるのではないか、そういった声がなくはなか

ったと思う。サービス開始から何年か経って、特にそういった事例は何

かあるか。 

  

橋本市民課長 先ほど答弁したとおり、平成２９年度からの実施で約３年経ちます

が、それぞれのコンビニエンスストアに置かれておりますマルチコピー

機の不良だとか、情報漏えいがあったという報告は受けておりません。 

  

 休  憩（午前９時４５分） 

 （説明員交代） 

 再  開（午前９時４６分） 

 （福祉部） 

 【補足説明】な  し 
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 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前９時４７分） 

 （説明員交代） 

 再  開（午前９時５０分） 

 （こども未来部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

植竹委員 議案書６８ページの児童福祉運営費の委託料、３２市外保育園保育実

施委託料追加のところで、４２７万２，０００円の追加となっているが、

この予算は毎年この時期になると追加補正をされているかと思う。追加

補正されているのであれば、平成２８年から額を教えてもらいたい。 

  

小山保育幼稚園課

長 

市外保育園保育実施委託料の補正額ですが、平成２８年度について

は、１，２２７万１，０００円。平成２９年度は９３６万６，０００円。

平成３０年度はありません。今年度が４２７万２，０００円となってお

ります。 

  

植竹委員 今の数字から比べると、約半分以上もしくは半分減っている。追加の

補正の額が減った理由というのは、例えば無償化に伴ってこの追加の補

正が減ったという認識でよいのか。それとも別に、額が減っている要因

があればお聞きしたい。 
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小山保育幼稚園課

長 

幼児教育・保育の無償化については今年度の１０月から始まりまし

たけれども、１０月以降、市外園の入園児童数については大きな変動が

ありませんことから、市外園の利用に無償化が影響しているということ

は特段ないというふうに考えております。なお、この委託料については、

公定価格に基づいてお支払いをするものですけれども、児童ひとり当た

りの単価が設定されておりまして、クラス年齢や自治体の地域区分によ

ってそれぞれ単価が異なっております。年度によって市外園に通う児童

数やクラス年齢は異なっておりますから、特別な傾向が見られませんの

で、今回補正額が過去の実績と異なっておりますが、何か特別な事情を

反映しているということではないと考えております。 

  

植竹委員 所沢市民の他市への利用者数が資料に書かれているが、逆のパターン

で他市から所沢市内への施設を利用している人数は増加傾向なのか、減

少傾向なのか、お聞きしたい。 

  

小山保育幼稚園課

長 

市外から市内への民間保育園を利用している延べ人数で申し上げま

す。平成２９年度は３５５人。平成３０年度は３８６人。平成３１年度

は３１６人です。 

  

長岡委員 ０１ひとり親家庭福祉対策費の２０扶助費、５１高等職業訓練促進給
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付金減だが、減になった要因は何か。 

  

市來こども支援担

当参事 

今年度、新規の申請が少なかったことが要因ですが、給付金について

は看護師、保育士などの資格取得には１年から２年通学して勉強しなが

ら子育てをすることとなりまして、資格取得の覚悟がないと厳しい状況

です。また、近年、御自身の条件にあった就職先が見つけやすくなった

ことと考えております。 

  

長岡委員 平成２９年、３０年度の実績はいくらか。 

  

市來こども支援担

当参事 

平成２９年度の実績は訓練促進給付金２４名、平成３０年度は２１名

でした。 

  

長岡委員 金額についてはいかがか。 

  

市來こども支援担

当参事 

平成２９年度の決算額は２，２２５万５，０００円、平成３０年度は

１，８８６万８，５００円でした。 

  

植竹委員 当初の予定人数を２３人と見込んで、実績の見込みを１３人と認識し

ているが、１３人のうち新規と継続の内訳はいかがか。 
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市來こども支援担

当参事 

新規の申請が５名、継続の申請の方が８名です。 

  

植竹委員 この事業は資格を取って、職に就くので利用者にとっては非常にメリ

ットのある事業だが、実際には予定している人数に満たない傾向があ

る。その理由はおそらく若いひとり親は他の仕事を見つけやすい環境に

あり、この事業を利用する人が少ないからだ。この事業の推進、周知、

広報を担当課としてはどのようにしているのか。 

  

市來こども支援担

当参事 

周知については毎年８月の児童扶養手当受給者への現況届の提出の

際や離婚の前の相談、ひとり親家庭の求職の相談の際にこの制度の説明

をしています。今後についてはこれまで以上により丁寧にわかりやすい

説明に努めてまいります。 

  

植竹委員 幼稚園型一時預かり事業委託料と私立幼稚園預かり保育事業費補助

金は同じような預かり事業と思われるが、違いは何か。 

  

小山保育幼稚園課

長 

幼稚園型一時預かり事業委託料は平成２７年度に施行された子ど

も・子育て支援法に基づく事業で、対象となる施設は子ども・子育て支

援新制度に移行している幼稚園、認定こども園の幼稚園部分です。本市

においては委託事業として運用していて国・県・市の負担割合は３分



- 20 - 

の一ずつです。私立幼稚園預かり保育事業費補助金は保育ニーズの一部

を幼稚園で受け入れてもらうために平成１４年度から市単独の補助事

業として開始したものです。対象となる施設は子ども・子育て支援新制

度に移行していない幼稚園です。いずれも事業の目的は幼稚園等に通わ

せる保護者が就労や日常生活上、突発的な事情によって教育時間を超え

て一時的に家庭での保育が困難となる場合に幼稚園、認定こども園で児

童を一時的に預かってもらう事業です。 

  

植竹委員 平成２７年度以降の施設では約６００万円の減額で、それ以前の施設

では増額されているが、減額・増額の要因をどのように分析している

か。 

  

小山保育幼稚園課

長 

幼稚園型一時預かり事業委託料の減額は予算積算時には市内５園、市

外１６園の実施数を見込んで予算計上をしましたが、実際に委託契約を

締結した園は市内２園、市外２園となっています。園数が減った理由は

市内園については保育園から認定こども園に移行した園において、幼稚

園部分の在園児数が比較的少ないこともあって、幼稚園型一時預かり事

業を実施するには有資格者を配置しなければならないことがあります

ので、そのハードルが少し高かったため事業が実施できない、この委託

事業の対象にならなかったからです。私立幼稚園預かり保育事業費補助

金については１日の平均利用児童数が当初予算では３３５人と見込み
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ましたが、これが３７４人と３９人分増加することが見込まれたことか

ら増額をお願いするものです。 

  

植竹委員 トータルすると預ける世帯は増加傾向にあるか。 

  

小山保育幼稚園課

長 

幼稚園型一時預かり事業を委託している市内２園の状況で申し上げ

ると利用者は増加傾向にあります。私立幼稚園預かり保育事業も全体と

して増加傾向にあると考えております。 

  

植竹委員 令和２年の当初予算には私立幼稚園預かり保育事業がないが、この事

業は実施しないということか。 

  

小山保育幼稚園課

長 

幼稚園型一時預かり事業は新制度に移行した幼稚園、認定こども園が

対象であるとの整理で事業を進めてきましたが、新制度に移行していな

い幼稚園でもこの事業の対象にできることが東京都の取扱いなどを調

べる中でわかりました。今年度に始まりました幼児教育保育無償化でも

無償化の対象になる預かり保育の基準は幼稚園型一時預かり事業の水

準を目指していることも確認できたので、この期に市単独の私立幼稚園

預かり保育事業費補助事業は廃止して、各園でばらつきのあった保護者

の負担や保育の質を均等化していくために幼稚園型一時預かり事業に

一本化したいと考えています。 
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矢作委員 幼稚園型一時預かり保育事業の委託先が当初見込みより減ったとの

ことだが、実施園が市内２園、市外２園だけなのか、または事業は行っ

ているが補助が受けられなくて園の負担となっているのか。 

  

小山保育幼稚園課

長 

市内５園から市内２園に減ったと答弁しましたが、残りの３園で実施

していないわけではなくて、幼稚園型一時預かり事業の対象となる水

準、件数まで届かない範囲になってしまったということです。事業の実

施はしています。 

  

矢作委員 そのようだと補助金が来ないので園が負担しているのか。 

  

小山保育幼稚園課

長 

幼稚園型一時預かり事業としての委託料は入りませんので、園の自主

事業として実施していただいています。 

 休  憩（午前１０時６分） 

 （説明員交代） 

 再  開（午前１０時８分） 

 （健康推進部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

川辺委員 後期高齢者健康診査の受診者が増加したとのことで、その中で心電
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図検査が１５０人から１，５００人にふえているが、理由は何か。 

  

森田国民健康保険

課長 

心電図検査の基準の変更がありましたので、大幅にふえました。詳

しい変更の内容ですが、従前は前年度の健康診査の結果、全ての基準に

該当し、かつ医師の管理下にない者について医師が検査の必要性を認め

た場合に実施することとなっていたものが、当該年度の健康診査の結果

等において基準に該当し、かつ医師が検査の必要性を認めた場合に実施

すると変更となりました。簡単に申し上げますと、前年度の結果も見て

いたものが、現年度の検診の結果によって判断するということになりま

したので、その結果受診者が増加したものでございます。 

  

矢作委員 健康診査を受ける方がふえたということだが、当初は何パーセント

と見込んでいて、目標が何パーセントなのか示していただきたい。 

  

森田国民健康保険

課長 

当初、受診率は３５パーセントと見込んでおりましたが、３６．５

パーセントとなる見込みで積算しております。目標値につきましては特

に定めておりません。 

  

植竹委員 育児休業等代替人材派遣委託料減について、昨日の質疑では、人材

派遣会社を通じて職員を５名確保するために予算付けを行い、実際は３

名を確保し、２名については人材派遣会社を通じて確保することが出来
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ないために減額補正となったという答弁がなされたと思うが、２名につ

いては確保できなかったのではなく、正規職員として確保することが出

来たため、人材派遣会社を通じて確保する必要がなくなったために減額

補正となったと私は認識しているが、その点を確認したい。 

  

野上健康づくり支

援課長 

今回の補正につきましては、当初育児休業代替人材派遣として５名

を想定しておりましたが、正規職員２名が配置されたことで減額が生じ

ました。 

 休  憩（午前１０時１３分） 

 説明員交代 

  再  開（午前１０時１５分） 

 （環境クリーン部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

矢作委員 ＰＦＩ導入可能性調査業務委託料について中間報告はいつごろ出た

のか、その内容についても伺いたい。 

  

森沢資源循環推進

課主幹 

委託事業者から中間報告を１２月頃に受けております。具体的な内

容については、民間事業者１１社に対しＰＦＩ導入可能性におけるアン

ケート調査を実施いたしました。その結果、設計と建設を一括発注して

運営管理を別途発注するという方式が事業者として参入希望が非常に
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高く、競争原理が高まる可能性があるという報告を受けております。 

  

荒川委員 最終報告はまだだが、ＰＦＩ方式でいこうという方針になったのか。 

  

森沢資源循環推進

課主幹 

中間報告を受けまして、所沢市ＰＦＩガイドラインに沿って手続き

を進め、設計施工一括発注方式で進めることとなりました。 

  

大石委員 所沢市まちづくり基本方針が議決されていないが、基本方針が修正

された場合は、水とみどりつくるネットワーク計画策定事業についても

内容を修正するのか。 

  

奥村みどり自然課

長 

まちづくり基本方針の修正に関連する箇所がありましたら、連動し

て修正する予定でございます。 

 休  憩（午前１０時１９分） 

 説明員交代 

  再  開（午前１０時２０分） 

 （産業経済部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前１０時２１分） 

 説明員交代 
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  再  開（午前１０時２２分） 

 （街づくり計画部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前１０時２３分） 

 説明員交代 

  再  開（午前１０時２６分） 

 （建設部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

矢作委員 北野下富線について、用地取得がまだ終わっていない工区とその割

合をお示しいただきたい。 

  

村上計画道路整備

課長 

北野下富線について、工区ごとにご説明申し上げます。まず、初め

に１工区についての用地取得率は８４パーセントで、工事は着手してお

りません。続きまして、３工区の用地取得率は９８．５パーセントで、

工事については８割程度着手しております。また、今後事業化を予定し

ております４工区は、用地取得率は７８パーセント、工事については着

手しておりません。 

 休  憩（午前１０時２９分） 

 説明員交代 



- 27 - 

  再  開（午前１０時３０分） 

 （教育委員会） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】な  し 

 休  憩（午前１０時３２分） 

 説明員交代 

  再  開（午前１０時３４分） 

 （財務部） 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

杉田委員 ふるさと応援基金積立金について件数と最高額はどのくらいか。 

  

新井財政課長 歳出予算説明書に記載されておりますのは、基金に積み立てるもの

でございます。ご寄附いただいた件数については１０３件、大口のもの

といたしましては４，０００万円のご寄附をいただいております。こち

らについては遺言によるものでございます。 

  

荻野委員 寄附１０３件のうち、市外からの件数と金額についてお示しいただ

きたい。 

  

新井財政課長 市外からは法人や団体からもご寄附いただいておりますが、個人で
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は３７件で、総額は１７３万６，０５７円となっております。 

  

矢作委員 歳入の国庫補助金のうち、社会保障・税番号制度システム整備費補

助金と生活困窮者自立支援補助金追加について、その内容と内訳をお示

しいただきたい。 

  

新井財政課長 総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金に

つきましては、マイナンバーの関係となっており、統合宛名の改修等の

費用となっております。 

民生費国庫補助金の生活困窮者自立支援補助金追加につきまして

は、３つのシステム改修経費ということでございます。１つ目は、進学

準備給付金創設の関係でマイナンバー情報を追加するための改修で、金

額は７０万４，０００円です。２つ目は、生命保険会社に照会する際の

様式が統一されるための改修経費で、金額は３３万円です。３つ目は、

国からの調査項目が追加になるための改修経費で、金額は１７万６，０

００円で合わせて１２１万円でございます。 

  

矢作委員 社会保障・税番号制度システム整備費補助金は国民健康保険に関す

るシステム改修ということか。 

  

新井財政課長 マイナンバー関係の統合宛名ということで、市全体で使用している
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宛名管理ですので、担当部署は経営企画部ＩＴ推進課です。 

 【質疑終結】 

 休  憩（午前１０時３９分） 

 説明員交代 

  再  開（午前１０時４５分） 

 【意  見】 

矢作委員 日本共産党所沢市議団を代表し、反対の立場から意見を申し上げま

す。反対する部分について、歳入については総務費国庫補助金 社会保

障・税番号制度システム整備費補助金、民生費国庫補助金のうちマイナ

ンバー・システム改修の関連予算、歳出では民生費 生活保護事務費の

うち、生活保護システム改修委託料です。今回の改正ではマイナンバー

情報に進学に関する情報・生命保険会社に対する資産調査・国の被保

護者調査の調査項目をつなぐものです。個人情報がすべて明らかにさ

れ、情報漏洩が続く中、賛成することはできないため、反対します。 

  

大石委員 自由民主党・無所属の会を代表いたしまして、賛成の意見を申し上げ

ます。税系システムの改修につきまして、法令に基づくマイナンバーの

情報連携データ項目の追加に伴うものであり、国民健康保険に関わる手

続きが簡素化されるものになるため賛成します。しかし、簡素化され便

利になるということは危険も伴うため、情報の管理に関しては国と連携

をしっかりしていただき、情報の漏洩等には人が行うことに危険が伴う
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ので、職員の管理体制を今後も更に徹底していただくことを意見として

申し添えます。 

 【意見終結】 

 【採  決】 

 議案第１号については、挙手多数により、原案のとおり可決すべきも

のと決する。 

 散  会（午前１０時４９分） 
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