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① 国民健康保険料の引き下げを       当局答弁要旨 

2020.12,松沢 

市長は、9 月議会の場で来年度の予算編成の

考え方として「コロナ禍の下、経済が低迷し 

市税収入が大きく落ち込むと予測している」

と話されていました。 

また、11 月までに今年度だけでも 11 本のコ

ロナ対策の補正予算をあげ、その中で生活困

窮者の住宅確保支援で市営住宅の一時的提供

や家賃支援を実施したり、事業者支援として

事業継続支援給付金などを行ない、市民の生

活実態に対応してこられました。そこで市長

にお伺いします。 

 

Q1 市長はこれまでのコロナ対策を通じて、コ

ロナ禍が市民のくらし全般にどんな影響を及

ぼしてきたと感じておられますか。 

 

この度のコロナウイルス感染症は地域経済に大

きな影響を及ぼしており、尼崎市事業所景況調査

においては、業況判断が全産業で急激に悪化し、

製造業でリーマン・ 

ショック後の平成21年を下回るとともに、市内

有効求人倍率も6年ぶりに1.0を下回る結果とな

っています。 

また、「住居確保給付金」の給付など生活や住ま

いに係る「しごと・くらしサポートセンター」へ

の新規相談者数は、2月から11月の実績で前年に

比べ5倍を上回るなど、新型コロナウイルス感染

症の市民生活への影響は甚大であると認識して

います。 

本市といたしましては、感染拡大防止はもとよ

り、「市民生活への支援の強化」や「地域経済の

活性化」などをコロナ対応の「五つの柱」として

掲げ、市民一人ひとりに寄り添った支援や従業員

の雇用を守り事業を継続している事業者への支

援等を実施しているところです。一例を申し上げ

ますと、議員ご指摘の「住宅確保支援」において

は、住居に困られている市民15人に市営 

住宅を一時的に提供するとともに、「あまっ子お

弁当クーポン」においては、生活が困窮している

世帯の児童・生徒に対し、約24,500人分(延べ)の

食事を提供することができました。 

また、「事業継続支援給付金」の申請件数が3,400

件を超えるなどの事業所向け施策については、当

初の見込みより申請件数が非常に伸びており、本

定例会におきましても予算の増額を提案させて

いただいているところです。 

加えて、4月に開設した「新型コロナウイルス総

合サポートセンター」では、これまで延べ6,400

件を超える相談を受け付けており、市が実施する

施策だけでなく、国・県も含めた支援制度や事務

手続きについて丁寧にサポートし、体制を強化し

た「しごと・くらしサポートセンター」などとも

連携して、困難を抱える方の迅速な制度の利用に

繋げているところです。 



現在、感染者が急増している「第3波」の状況に

あり、現時点で、新型コロナウイルス感染症の影

響や市の施段踊策が与えた効果などを総括でき

るにはありませんが、適宜、その進捗状況、市内

外の感染状況や経済・雇用情勢などを見据えた見

直し等を行いながら、引き続き、市民・事業者の

ニーズに寄り添い、その安全と安心を確保できる

よう全力を尽くしてまいります。以上 

 

国民健康保険や介護保険の保険料の減免申請

の状況から見ても、自営業の人や年金だけ

では暮 

らしていけず定年後も働き続けている低所得

の人たちから、コロナの影響が真っ先に押

し寄せ、生 

活困窮が進んでいると思われます。今、第３波

が広がりつつあります。今後年度末さらに

は来年度 

に渡って減免対象になった人たちの周辺にも

生活の厳しさが広がると予想されます。国

民健康保険 

料・介護保険料の負担感は、コロナ禍でなくて

も市民に重くのしかかっており、来年度も

引き続き 

保険料の減免対応が求められるところです。 

 

Q6 国から来年度の保険料減免について何か

通知が来ていますか。 Q7 来年度ひきつ

づき保険料減免を継続・拡充することを国

に要望すべきと考えますがいかがですか。 

 

 

お尋ねのような通知は、現在のところ、届いてお

りません。 

なお、国への要望につきましては、すでに、全国

市長会を通じまして、新型コロナウイルス感染症

対 

策に関する重点提言として「新型コロナウイルス

感染症の影響が長期化した場合においても、国民

健康保険制度の持続可能な財政運営が行えるよ

う、国において必要な財政措置を講じること」を

要望しているところでございます。以上 

 

国保事業については、来年度の見通しとし

て、保険料を上げざるを得ないとお聞きしま

した。 

その要因は、①葬祭費 3 万円から 5 万円に

引き上げるために、県への納付額が約 296 万

円増えること、②今年度の保険料について近

隣市は引き上げたが本市はしなかった。その

影響で来年度は引き上げざるを得ないといっ

現時点におきましては、令和3年度の国民健康保

険料の算定に必要な、県に納める納付金の額が確

定 

しておりません。 

したがいまして、来年度の保険料の水準につきま

しては、納付金の額が県から示された後に、検討

してまいりたいと考えております。以上 

 



た説明をお聞きしています。 

 

Q8 来年度の国民健康保険料は引き上げるつ

もりですか。市民のくらしの状況を見れば、

保険料は最低でも今年度並みに、むしろ引

き下げるべきではないですか。 

 

国民健康保険事業基金が現在 36 億円ありま

す。基金の活用については、国民健康保険

事 

業基金条例で 4 点の規定を設けて運用されて

います。①国保事業に要する経費が財源不

足になった 

とき②保険料が著しく増加が見込まれるとき 

③国民健康保険条例第 8 条に規定する特定

検診など 

の経費 ④その他市長が認めるものとなって

います。おそらく 2027 年頃には県下同一所

得同一保険 

料になると思いますが、そうなれば、保険料の

著しい増加に対する緩和の財源に活用する

といった 

こと自体なくなるのではないでしょうか。 

 

 

Q9 2027 年度の同一所得同一保険料を見据

えて、基金をどのように活用しようと考え

ているのか、見解を述べて下さい。 

 

基金につきましては、同一所得・同一保険料の導

入以降におきましても、保険料の歳入不足に伴う

赤字補填などに活用する場合がございますこと

から、一定額を維持していく必要があると考えて

おります。以上 

 

Q10 一般会計からの繰入れを減らすために

基金からの取り崩しをしていく運用は、コ

ロナの影響で市民のくらしが厳しさを増す

来年度はやるべきでない。その分は保険料

引き下げ財源に活用すべきと考えますが、

いかがですか。 

 

 

Q11 葬祭費を 3 万円から 5 万円に引き上げ

るために必要な約 296 万円は基金の取り崩

しで対応し、保険料に転嫁すべきでないと

答弁要旨 

先日、国民健康保険運営協議会においてご審議い

ただきました、葬祭費の引き上げにつきまして

は、 

本市の独自施策や一時的な措置ではなく、県下で

支給額を統一し、県に納める納付金で負担し合お

うとするものでございます。 

したがいまして、原則、国・県の財政支援及び保

険料により賄われるべきものであり、基金を取り

崩 

して対応する考えはございません。以上 



考えますが、いかがですか。 

 

 

Q12 子どもの均等割り減免の実施を基金の

活用で考えられませんか。 

 

子どもの均等割に係る減免につきましては、本市

の独自減免のあり方などと合わせて検討してま

い 

りましたが、現在実施しております特別減免が、

多人数世帯の負担緩和に寄与していることや、県

下の減免制度の統一により、短期的な措置となる

ことが見込まれ、システム改修にも時間と経費を

要することなどから、実施を見送ることとしたも

のでございます。 

なお、兵庫県は、子どもの均等割について、制度

設計の責任と権限を有する国に対して廃止と代

替 

財源の措置を求めることとしており、本市といた

しましても、同じ考えの下、国への要望を行って

いるところでございます。以上 

 

 

資格証について伺います。11 月に入って、病

院受診したある市民からお聞きしまし 

た。受付で会計を待っていたところ、立て続け

に 3 人も 10 割負担が必要な資格証の人が 

窓口の職員さんとやり取りをしていたとのこ

とでした。 

 

Q13 資格証の発行は増えているのですか。 

 

本市国保における資格証明書につきましては、毎

年12月1日付と4月1日付で発行しております。 

実績値が確定しております、12月1日付発行分で

申し上げますと、 

・平成30年度は、550世帯、 

・令和元年度は、464世帯、 

・令和2年度は、393世帯と、減少傾向にございま

す。 

 

資格証は国保料の滞納が続き何度も納付指導

をしても改善しない時、発行されるもので 

す。受診時窓口での本人負担は 10 割になりま

す。そのため、少々しんどくても我慢をし

て 

受診されない場合が多く、全国民医連が毎年

調査している「手遅れ死亡事例調査」では

2018 

年度 77 件、19 年度 55 件が報告されていま

す。 

 厚生労働省は資格証の人がコロナウィルス

感染症で医療を受けたときは、全額公費負

資格証明書の発行に際しては、保険料の滞納が生

じた世帯に対し、納付相談等できる限りの寄り添

った対応をさせていただいているところですが、

それでもなお、約束をお守りいただけない方や、

市からの連絡に応じていただけない方について

は、公平性の確保を図る観点から、やむを得ず発

行しているものでございます。 

資格証明書が交付された被保険者は、原則として

医療機関における窓口負担割合が10割となりま

す 

が、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる

被保険者については、国からの通知に基づく特例



担 

にするとしていますが、医者が「コロナ感染症

の疑いがある」と診断した時だけしか無料 

にならないので、経済的理由でコロナ感染が

拡がっている時期でも受診控えは横行しま

す。 

 

Q14 本人の命を守りコロナ感染の広がりを

抑え込むためにも、なにがしかの症状があ

るとき受診しやすい環境をつくることが必

要です。感染拡大しているこの時期に限っ

てでも、資格証の発行は止めるべきではあ

りませんか。 

 

として、「発熱等受診・相談センター」から「診

療・検査医療機関」を受診した場合等に限り、保

険証と同様に、窓口負担が2割または3割で受診

できることとなっております。 

 また、この取扱いについては、12月に資格証明

書が交付されている全世帯に案内文を送付して

おり、感染が疑われる症状が発生した場合は、ま

ず初めに「発熱等受診・相談センター」にご相談

いただくよう周知に努めているところでござい

ます。 

ご質問の「全ての世帯の資格証発行を止める」と

いう一律的な取扱いは、考えておりませんが、コ

ロ 

ナウイルス感染症の影響により、真に生活が困窮

し、保険料の支払いが困難であるという方に対し

ましては、個別に納付相談を行う中で、可能な限

り、個別の事情に寄り添いながら適切な対応をし

ていきたいと考えております。以上 

 

  

  

2020.3 川崎（代表質疑） 

国保会計が県に広域化され、市は県下一

律の保険料となることを見通し、来年度より

特別減免以外の法定外繰り入れをやめて、

基金で対応するとしていますが、何年先にな

るかはわかりません。基金は利用者から徴

収して蓄積されたものであり、本来は利用者

に還元されるべきものであり、一般会計から

の繰り入れをやめるために基金を活用する

やり方には問題があると考えます。 

 

１０、国保会計への一般会計からの繰り入

れを継続し、特に均等割りの子どもの分に

係るものの減免策として基金の活用を行う

べきです。このような国保料の引き下げを行

う考えはありませんか？ 

 

国民健康保険事業基金は、保険料を中心とす

る決算剰余金が原資となっていることから、被

保険者に還元することが必要であると考えてお

り、令和2年度においては、保険料の上昇抑制

及び減免に係る財源として約9億円を活用する

予定としております。このうち、保険料の減免に

係る基金の活用につきましては、今後、県下で

減免制度が統一され財源が保険料となることを

見据え、失業・廃業などの一般的な減免措置に

ついては、一般会計からの繰入れではなく、基

金にて実施することとしたものです。また、子ど

もの均等割に係る減免につきましては、本市の

独自減免のあり方などと合わせて検討してまい

りましたが、現在実施しております特別減免

が、多人数世帯の負担緩和に寄与していること

や、県下の減免制度の統一により、短期的な

措置となることが見込まれ、システム改修にも

時間と経費を要することなどから、実施を見送

ることといたしました。いずれにいたしましても、

基金の活用につきましては、国民健康保険事

業の健全運営を図るため、今後とも適切に行っ



てまいります。以上 

 

2020.3 松沢 

均等割減免についてお聞きします。新年度予算

で一般会計からの繰入を 1.5 億円削減しようとして

いますが、削減せずに今までどおり繰り入れを行

えば、穴埋め補てんに国保基金から約 1.5 億円取

り崩しをしようとする分を、子どもの均等割 5 割減

免の財源に活用できます。お伺いします。 

子どもの均等割減免は子育て支援策になります。

国保の基金 36億円は、保険料全体 

の急激な上昇を抑えるとともに、子どもの均等割

減免の財源に活用すべきではないでしょ 

うか。 

 

県下の減免制度の統一を見据えた一般会計からの繰

入れの見直しにつきましては、これにより被保険者の

保険料が上昇することのないように、失業・廃業など

の一般的な減免に係る費用相当額として、国民健康

保険事業基金から約 1.5 億円を活用することとしてお

ります。加えて、令和 2 年度予算においては、県への

納付金が増加している状況の中で、制度移行の過渡

期における激変緩和として、国民健康保険事業基金

から 7.5 億円を活用することにより、保険料の上昇抑

制を図ることとしております。以上 

 

2019.6 松沢 

「保険料を滞納すると大変なことに」の

項目では、未納になると最終生命保険や

給料を差し押さえますよと忠告が書かれ

ています。私は、いくつかの自治体のホ

ームページを見てみました。いずれも、

まずはじめに「国民健康保険は、安心し

て医療機関にかかれるよう、加入者が相

互に助け合う社会保障制度のひとつで、

私たちが、健康で明るい生活を送るため

に、かけがえのない大切な制度」だとし

て、「国や県の補助金と保険料などで支

えられている」と制度の説明や意義が書

かれています。尼崎市のホームページ

は、他市と比べてずいぶん違う、国保加

入者に対し威圧的だと感じるのは私だけ

でしょうか。 

お尋ねします。他市とずいぶん違うホー

ムページ上の表現のねらいは何ですか。 

 

まず、本市における、国民健康保険料の徴

収の手順につきまして、御説明申し上げま

す。 

本市における、国民健康保険料の徴収にあ

たりましては、減免等を適用しても、なお

生活に支障が生じるといった方に対して、

分割納付の相談を重ねて行うことで個別事

情に配慮しておりますが、一定の滞納額が

発生した場合には、国税徴収法に基づく財

産調査を実施しております。調査の結果、

保険料を納付できる資力があると思われる

時は、まず、面談にて自主的な納付を求め

ておりますが、それでもご理解いただけな

い場合などは、やむを得ず差押事前通知な

どの文書を送付した上で、差押処分を行っ

ているものでございます。  

御指摘のホームページ上での表現は、国民健康保険

制度のあらましやしくみなどとともに、情報の発信

に努めているところでございますが、こうした処分

を行うには、市民の方にその内容を正しく理解して

いただく必要があることと、被保険者間の保険料負

担の公平性から、納付意識を高めていただくことを

目的として表現しているものでございます。以 



（松沢）厚生労働省が 4月に、2018年度

6月 1日時点の自治体国保の財政状況に

関する調査結果を公表しています。これ

によれば、全国で 269万世帯が滞納して

おり、これは国保加入世帯の 14.7％にあ

たります。兵庫県をみると 9万世帯が滞

納で、11.8％となっています。そこで、

この調査と同じ基準日で尼崎市の数字を

出していただきました。11,605世帯が滞

納、国保加入世帯全体の 17.3％でした。

滞納率は全国平均よりも 2.6ポイント、

兵庫県より 5.5ポイント高い状況です。  

お尋ねします。尼崎市の滞納の状況が全

国や兵庫県に比べて高いのは、どのよう

な理由によるものだとお考えですか。 

本市国保の被保険者は、一人あたりの基準

所得が低いといった特性から、保険料の算

定におきましても、他都市と比較した場

合、納付環境が厳しくなる傾向にございま

す。 

そうした状況を緩和するため、本市におき

ましては、独自の取組みとして、所得に対

して保険料の負担が重くなる世帯を対象に

特別減免を実施することで、被保険者の保

険料負担の軽減に努めているところでござ

います。以上 

 

お尋ねします。代表質疑の際、「国庫負

担の引き上げは国保の財政基盤強化のた

めに必要であると認識している」と市長

は答弁されました。これは、単に国保の

持続的な安定運営のために必要なのか、

それとも、国民皆保険を下支えする最後

のセーフティーネットとして必要なの

か、認識の中身を詳しく教えて下さい。 

 

国民健康保険は、国民皆保険制度の中にあ

って制度の構造上、退職者や年金生活者の

加入割合が多く、その財政基盤が構造的に

脆弱であることや、加えて、一人当たりの

医療給付費は増加し続けているといった課

題を抱えてきた中で、平成 30年度の都道府

県単位化により、3,400億円の公費拡充がな

されたところでございます。しかしなが

ら、将来にわたる医療費の増加に対応可能

な財政基盤を確立し、国民皆保険制度を堅

持するためにも、保険給付費の約 32%を国が

負担する定率国庫負担の負担率の引上げと

いったさらなる財政措置の拡充は必要であ

ると認識しております。以上 

 

お尋ねします。丁寧な納付相談を行う姿

勢があるのなら、市民に威圧感を与える

ホームページ上の表現は改めるべきだと

思います。「滞納処分を強化していま

す」という表現を 1番目にもってくるこ

となどはもってのほかです。ホームペー

本市では、これまでから、国保被保険者の

特性に応じたきめ細かな納付相談を実施し

てきております。今後とも、可能な限り被

保険者の生活状況等の個別事情に配慮しな

がら、計画的な納付を促進していくよう努

めて参ります。なお、先ほども御答弁いた



ジ上の表現を変更するつもりはあります

か。 

 

しましたように、滞納処分の内容をホーム

ページ上で情報発信している・目的は、こ

うした処分を行うには、市民の方にその内

容を正しく理解していただく必要があるこ

とと、被保険者間の保険料負担の公平性か

ら、納付意識を高めていただくために実施

しているものでございます。以上 

 

今年度の尼崎市の均等割は、医療分で

1人当たり約 2.6万円、後期高齢者支援

金分約 0.9万円、合わせて 3.5万円で

す。国保の 18歳以下の子どもは 8000人

ぐらいなので、約 2.8億円あれば減免可

能です。 

 

お尋ねします。尼崎市は、一昨年まで一

般会計から 4億円の繰り入れをしていま

した。また、国保基金には現在 33億円

があります。これらを活用すれば、子ど

もの均等割減免は可能です。ぜひ、検討

をすべきだと思いますが、いかがです

か。 

 

国民健康保険料の算定における被保険者 1

人当たりに係る均等割の保険料が多人数世

帯の負担増となることにつきましては、国

民健康保険制度本来の課題であることか

ら、国に対し全国市長会や中核市市長会を

通じて要望をしてきたところです。また、

現在、本市では、先ほども答弁しました

が、所得に対して国民健康保険料の負担が

重くなっている多人数世帯等に係る軽減措

置として、独自の特別減免を実施してお

り、均等割の加算により負担が増える子育

て世帯も要件を満たす場合には、減免の対

象となり負担が軽減されるところでござい

ます。しかしながら、ご指摘の子どもの均

等割の減免につきましては、今日、ニーズ

が高まっている子育て支援の観点から課題

があるものと認識しております。従いまし

て、都道府県単位化の推移や、本市の独自

減免のあり方などと合わせて、限られた財

源の中でのより有効な支援のあり方につい

て、今後、検討してまいりたいと考えてお

ります。以上 

 

続いてお尋ねします。兵庫県下では赤穂

市が第 3子以上の均等割減免を実施して

います。県が減免に対して補助金を出せ

ば、もっと実施しようと考える自治体は

増えるでしょう。県に対し、減免補助金

国民健康保険に係る県に対する要望につき

ましては、これまでから、県が負担してい

る国民健康事業費補助金の引き上げを求め

てきたところでございますが、今回の、国

民健康保険の均等割保険料の減免につきま

しては、国民健康保険制度本来の課題であ



の制度を創るよう求めるべきだと考えま

すが、いかがですか。 

 

ることから、今後とも、引き続き国に対し

て要望してまいります。以上 

 

2019.2.3 松沢 

全国知事会が 2014年、国保料を「協会け

んぽ並み」に引き下げるために「１兆円の公

費負担増」を政府に要望しました。尼崎で

「協会けんぽ並み」に引き下げられたら保険

料はどう変わるのか、資料をご覧ください。

改めてその保険料格差に驚きますが、30代

の 4人家族で半分以下になります。政府は

国保の都道府県化と引き換えに 3400億円

の臨時的公費投入をおこなっただけなので、

今も保険料格差は改善していません。 

 

 

 ここで市長にお伺いします。全国知事会や

全国市長会は 2017、18年と医療保険間の

格差解消のために、臨時的な財政投入にと

どまらず、定率国庫負担を引き上げることを

国に要求し続けています。市長はこの件に

ついてどのようにお考えですか。 

 

保険給付費の約 32%を国が負担する定率国

庫負担の負担率の引上げにつきましては、本

市といたしましても、国民健康保険制度の財政

基盤強化のために必要であると認識しており、

これまでから、市長会や近畿都市国民健康保

険協議会を通じて、国に対する要望を行ってき

たところです。なお、こうした要望活動につきま

しては、今後も継続的に実施していくこととして

おります。以上 

 

 

 

市長に伺いします。滞納者への制裁として

資格者証の発行はすべきでないと思います

が、市長はどのようにお考えですか。 

 

 

資格証明書は国民健康保険法の規定に基づ

き、被保険者の負担の公平性の確保を図るた

めのものであります。本市としましても、資格証

明書の発行を抑制するため、職員による対象

世帯への夜間電話をはじめ、平日の時間内に

来庁できない方のために、臨時に土曜日や日

曜日を開庁し、納付折衝の機会を増やすなど

の取組みも行っており、交付状況も減少してき

ております。 

今後とも、被保険者との納付折衝の場を増や

す中で、また、可能な限り、その個別事情にも

配慮しつつ、計画的な納付を促していくことで、



資格証明書の発行抑制に努めてまいります。

以上 

 

 

そこで市長に伺います。0歳の赤ちゃんにま

で国保料を賦課する「均等割」は、子育て支

援を重点施策とする点から見て逆行するも

のです。市として子どもの分を例えば 5割

軽減することを検討してみませんか。 

 

現在、本市では、所得に対して国民健康保険

料の負担が重くなっている多人数世帯等に係

る軽減措置として、独自の特別減免を実施して

おります。均等割の加算により、負担が増える

子育て世帯も、要件を満たす場合には、減免の

対象となり、負担が軽減されますことから、現在

のところ独自で子どもの均等割に係る新たな減

免措置を実施する予定はありません。なお、全

国市長会や中核市市長会を通じて、国の責任

と負担において子どもに係る均等割保険料の

軽減措置等の導入を行うよう要望しておりま

す。 

 

2018.9 徳田 

今回の決算で、国民健康保険特別会計の

繰り越し金が５０億円にのぼっています。理

由について分科会質疑では、保険給付費

が、被保険者数が見込みよりも４８００人減

ったことに伴い、給付費全体が減っているこ

とが大きな原因であると述べられています。

今年度、国に返す分などの調整後でも、３２

億円の繰り越しと見込まれています。 

 

Ｑ7，そこでおたずねします、今回の決算に

よる繰越金を基金にし、今後、計画的に取り

崩して保険料の軽減に活用すべきと考えま

すが、市長の見解をお聞かせください。 

 

 

国民健康保険事業費会計におきましては、都

道府県単位化後、市が行う保険給付に係る費

用のほぼ全額を県が補填する仕組みとなって

おり、県の特別会計で保険給付費に不用額が

生じたとしても、市の収支には影響しないことか

ら、基本的にこれまでのように繰越金の増加を

見込むことはできません。そうしたことから、現

在生じている繰越金につきましては、被保険者

の減少などにより県に支払う国保事業費納付

金に不足が生じた場合や被保険者の医療費の

適正化に向けた健康保持増進の取組、また、

医療費が上昇した場合に伴う被保険者の保険

料の負担増を抑制するための財源として、国保

会計の健全運営に資するよう、適切に活用して

いくことが必要であると考えております。なお、

ご指摘の基金の設置につきましても、そうした

一つの手法として認識しております。以上 

2018.2 川崎 

2016年決算で、国民健康保険料は予算

額 104億 9100万に対して、収入済額は

財政健全化の 4億円の繰入金は、国民健康保

険制度改革に際して、国が約 3,400億円の財

政支援等を実施することにより、全国的に解消



105億 7900万円、収入未済額 44億 700

万円あります。つまりは約 40％の国保加入

者が保険料を払えていないという実態がし

めされています。国保料が高すぎて払えな

いということになっているのではありません

か。 

 

① お尋ねします。これまで通りの国保会計

への繰り入れを継続して、さらに 4.000円

を引き下げて 19.000円を超える国保料の

引き下げをめざす考えはありませんか？ 

 

するよう位置付けている決算補填等を目的とす

る一般会計からの繰入れに該当するものでご

ざいます。国は、こうした繰入金の削減・解消に

当たっては、被保険者の負担水準に激変が生

じないように検討することとしておりますが、県

の国民健康保険事業費納付金等の算定結果

に基づきますと、本市の平成 30年度の保険料

は、財政健全化のための繰入れを行わなくと

も、制度改革の効果によって、現行より引き下

がることとなっております。 

こうしたことから、本市におきましては、国の財

政支援や都道府県単位化の効果もあり、本市

の厳しい財政状況も勘案したうえで、当該繰入

を見直すこととしたものでございます。 

一方で、本市の被保険者の所得状況等を鑑みる中で

本市独自で実施している「多人数世帯等の保険料の

負担軽減を図る特別減免」につきましては、多人数

世帯や低所得となっている被保険者世帯の負担軽

減と保険料抑制に寄与するとともに、保険料収納率

向上の点からも効果が認められるものであること

から、厳しい財政状況の中ではありますが当面継続

することとしております。以上 

 

 

窓口でていねいな納付相談とは言えない実

態、怖くて二度と相談にはけないと思える対

応があるとのことを市民からお聞きしていま

す。 

 

② お尋ねします。生存権を保障する憲法第

25条や、財産権を保障する憲法 29条に

基づいて、市民の生活を保障することができ

ないような、徴収強化を行ってはなりませ

ん。 

また窓口対応についても、改めるべきです。 

これらの点について市の見解を求めます。 

 

国保事業を安定的かつ継続的に運営していくため

には、医療費の適正化とともに、収納率の向上対策

は不可欠でございます。国保料の徴収にあたりまし

ては、減免等を適用しても、なお生活に支障が生じ

るといった方に対して、丁寧な納付相談を行う中

で、個別事情等を考慮しながら、滞納額が今以上に

増加しないよう、分納の取扱いを行っております

が、滞納が発生した場合には、国税徴収法に基づく

財産調査を実施しております。これまで、原則とし

て滞納額 10 万円以上の世帯に対して滞納整理を実

施してまいりましたが、来年度からは、納付相談が

ない無関心世帯や、分納誓約をしているものの、約

束が不履行となっている世帯等に早期に滞納整理

を行い、納付の確保を図っていくものでございま



す。財産調査の結果、保険料を納付できる資力があ

るにもかかわらず、ご理解いただけない場合には、

法の規定に基づき、給与や年金等に対しても差押え

を行いますが、滞納整理にあたりましては、これま

でと同様、可能な限り被保険者の生活状況等の個別

事情に配慮しながら、計画的な納付を促進していく

よう努めてまいります。以上 

 

 

2018.2 徳田 

年間１万５千円下がっても、尼崎の国保料が

高いことには変わりはありません。昨年、厚

生労働省は各地の自治体からの要望によっ

て、従来からの方針を変更して、都道府県へ

の移行に際して市町村が一般会計からの赤

字補てんを容認すると通知しています。 

 

 そこでお尋ねします。国民健康保険の運

営主体が県への移行しても、財政健全化繰

り入れ金４億円は継続すべきと考えますが、

市長の見解をお聞かせください。 

 

国民健康保険特別会計における財政健全化

繰入金は、国民健康保険制度改革に際して、

国が約 3,400億円の財政支援等を実施するこ

とにより、全国的に解消するよう位置付けてい

る決算補填等を目的とする一般会計からの繰

入れに該当するものです。国は、こうした繰入

金の削減・解消に当たっては、被保険者の負担

水準に激変が生じないように検討することとし

ておりますが、県の国民健康保険事業費納付

金等の算定結果に基づきますと、本市の平成

30年度の保険料は、財政健全化のための繰

入れを行わなくとも、制度改革の効果によって、

現行より引き下がる見込みであることから、本

市の厳しい財政状況も勘案したうえで、当該繰

入を見直すこととしたものです。一方で、本市の

被保険者の所得状況等を鑑みる中で本市独自

で実施している「多人数世帯等の保険料の負

担軽減を図る特別減免」につきましては、多人

数世帯や低所得となっている被保険者世帯の

負担軽減と保険料抑制に寄与するとともに、保

険料収納率向上の点からも効果が認められる

ものであることから、厳しい財政状況の中では

ありますが当面継続することとしております。 

 

 

市は国保料収納率向上対策の強化を主要

事業に挙げています。これまで預貯金を中

心とした財産調査を行ってきたが、今後は給

料、年金、生命保険等を対象とするとなって

来年度から、国民健康保険事業が都道府県単位化さ

れますが、今後、国保事業を安定的かつ継続的に運

営していくためには、医療費の適正化とともに、収

納率の向上対策は不可欠です。国保料の徴収にあた



います。法律で差し押さえが禁止されている

給与や年金まで行うとなっています。またこ

れまで原則として滞納額が１０万円以上の

世帯に対し、滞納整理を実施してきました

が、無関心世帯などを対象に１０万円以下に

広げるとしています。 

 そこでお尋ねします。１０万円以下の少額

の差し押さえ、また年金、給与等の差し押さ

えは市民の生きる権利を奪うものになりか

ねないのでやめるべきと考えますが、市長

の見解をお聞かせください。 

 

りましては、減免等を適用しても、なお生活に支障

が生じるといった方に対して、丁寧な納付相談を行

う中で、個別事情等を考慮しながら、分納の取扱い

を行っておりますが、滞納が発生した場合には、国

税徴収法に基づく財産調査を実施しております。こ

れまで原則として滞納額 10 万円以上の世帯に対

し、滞納額順に滞納整理を実施してまいりました

が、来年度からは、無関心世帯や約束不履行世帯等

に早期に滞納整理を行い、納付の確保を図ることと

しており、保険料を納付できる資力があるにもかか

わらず、ご理解いただけない場合などに、法の規定

に基づき、給与や年金等に対しても、差押えを行う

ものとしております。いずれにいたしましても、被

保険者の生活状況等の個別事情に配慮しながら、計

画的な納付を促進していくよう努めてまいります。

以上 

 

2017.9 松沢 

国民健康保険事業は、来年 4 月から兵庫

県が財政運営の責任主体となります。今年7

月に開かれた県の国民健康保険運営協議

会で運営方針（案）が提示されています。納

付金の具体的な数値はまだ示されていない

ものの、尼崎市の目標収納率は被保険者

10 万人以上の市町の区分となり、そこに該

当する他の３市（神戸市・姫路市・西宮市）よ

り収納率が低いことから、今よりも高い目標

収納率が設定されると予想されます。そこで

お尋ねします。 

 

質問 どれくらいの収納率が設定されると予

測していますか。更なる滞納対策の強化が

懸念されますが、市はどのようにとらえてい

ますか。 

 

市民の健康を守る国民健康保険事業を安定的

に運営していくためには、医療費の適正化とと

もに、保険料の収納対策は不可欠でございま

す。現在、示されている兵庫県の国民健康保険

運営方針（案）によると、保険者規模ごとに目標

収納率が設定されることとなりますが、現時点

において、県からの最終確定数値は示されて

おりません。また、目標収納率の達成度合いに

より、本市の県への納付金の額が変わるもの

ではありませんが、保険料の収納率を上げるこ

とで、本市における保険料率を下げることがで

き、被保険者の負担を減らすことにつながるも

のと考えております。そのため今後とも、保険

料負担の公平性を図るとともに、適切な収納対

策に努め、国保事業の安定的かつ継続的な運

営に努めてまいります。 

 

 

2017.9 松沢 

国民健康保険の広域化について 

 

国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤をな

すための重要な制度でございますが、①被保

険者の年齢構成が高く、医療費水準が高い、



次に、机上にお配りしている資料の 1枚目

をご覧ください。１は今年の 7 月に開かれた

県の国民健康保険運営協議会の資料から

抜粋したものです。市町村国保が抱える主

な構造的課題として、健保組合と比較して①

年齢構成が高く、医療費水準が高い ②所

得水準が低く、保険料負担が重い と分析し

ています。尼崎の場合を参照として下段に

載せました。 

 

質問 県の分析について、どのように感じて

おられますか。 

 

②所得水準が低く、所得に占める保険料負担

が重いといった点が、構造的な課題となってお

り、このことは、兵庫県、本市ともに共通して認

識しているところでございます。こうしたことか

ら、今回の制度改革につきましては、国民健康

保険制度全体が抱える課題を踏まえて、まず

は都道府県化により市町ごとの医療費水準に

応じた保険料から将来的な県内保険料水準の

統一を目指すものであると考えております。 

 

（松沢）１の保険料負担率の数字は平均

所得と平均保険料から導いた数値なので、

これだけでは実態は明確になりません。そこ

で尼崎の実態を２でまとめてみました。 

モデル世帯 ABCD で負担率を比較していま

す。国保の A と共済組合の D は所得は同じ

くらいですが、負担率をみるとAは19・85％、

Dは 7・11％で、Aが 2.7倍高くなっています。

また、同じ国保でも BとCでは所得で倍以上

の差があるのに保険料では年間わずか９万

円ほどの差しかなく、負担率では Bが 1.8倍

高くなっています。 

 

質問 この実態については、どのように感じ

ておられますか。 

 

ご質問の配布資料における A と D の比較、つ

まり、国民健康保険と共済組合保険や協会け

んぽなどの被用者保険を比較いたしますと、国

保の被保険者は年齢構成が高く、医療費水準

が高い、所得水準が低く、保険者負担が重いと

いう構造的な課題を抱えており、そうしたことか

ら保険料負担率の差が生じるものでございま

す。また B と Cとの、国保世帯同士の比較につ

きましては、国保料には、医療給付の程度と保

険料負担の差において、納付義務者の納付意

欲に悪影響を及ぼすといったことから賦課限度

額を設けているため、賦課限度額を超えた世帯

と賦課限度額に達しない、中間所得世帯の保

険料負担率に差が生じるものでございます。 

 

多人数世帯で所得が 200万円～400万円

のいわゆる中間層に滞納が多いことが明ら

かです。市は被保険者間の負担の公平性を

理由に、これまでも滞納者に対し納付指導を

強めてきました。ごく一部に資力がありなが

ら払わない人がいるでしょう。しかし、多くの

国保加入者は払いたくても払いきれない重

い負担に悲鳴を上げているのが現実です。

負担の公平性を言うのならば、資力に合わ

本市国保といたしましては、極めて厳しい財政

状況ではございますが、保険料の設定に際して

は、これまでから国保財政健全化 4 億円の繰

入に加え、特に、基準総所得に占める、保険料

の負担率が高い 20・／・を超える世帯に対す

る、特別減免のため、約 2．4億円を繰入れ、保

険料の軽減に努めてきたところでございます。 

 

 



せた負担の公平性こそ問うべきではないで

しょうか。 

 

質問 保険料を引き下げて負担率の高い階

層に手当てすることが、一番の滞納対策で

はありませんか。どうお考えですか、お答え

ください。 

 

質問 今、尼崎市ではどんな法定外繰り

入れが実施されていますか。 

 

現在、本市におきましては、①財政健全化分繰

入金、②保険料等減免分繰入金、③ヘルスア

ツプ事業分繰入金、④事務費不足分繰入金

を、法定外の繰入れとして実施しており、平成

28 年度決算におけるこれらの総額は、8 億 5，

301万 8千円となっております。 

 

質問 白井市政になって間もなく、当時の

企画財政局長が直接市民から「国保料が高

すぎて払いきれない」実態を聞き、翌年から

保険料引き上げを抑えるための一般会計か

らの繰り入れが行われたことはご存知です

か。 

 

ご質問の内容につきましては、本市の危機的な

財政状況の中で策定しました平成 15 年度から

の本市経営再建プログラムにおきまして、国民

健康保険事業費会計財政健全化分繰出金 10

億円を 6 億円削減見直したもので、その内容と

しては、保険料を阪神間並水準に維持すること

を基本とするなかで、国保会計の健全性も考慮

し、平成 15 年度から財政健全化分繰出金を 4

億円としたものと認識しております。 

 

質問 これまで市が行ってきた法定外繰り入

れは継続させるべきです。どうお考えです

か。 

 

国保の都道府県単位化に際しましては、国

が約 3，400 億円の財政支援等を実施すること

により、全国市町村が行っている決算補填等を

目的とした一般会計からの繰入れを解消する

よう位置付けられています。しかし、現時点にお

きましては、約 3，400 億円の国からの財政支

援等を実施した場合を含めて、国保の都道府

県化以降の本市の標準保険料率については、

明らかになっておりません。このため、本市法

定外の繰入金のあり方につきましては、県が今

後において示す標準保険料率や国からの保険

者努力支援制度などの財政支援の動向を注視

しながら、本市の厳しい財政状況も勘案したう



えで、慎重に検討を行ってまいります。 

 

2017.9 徳田 

市税、国民健康保険料の未納問題につ

いてお聞きします。 

 

 お尋ねします。この徴収の猶予、換価の猶

予、滞納処分の執行停止の制度がこれまで

どの程度活用されていますか。 

 

 

地方税法の規定により、市税の徴収の猶

予、換価の猶予、滞納処分の執行停止のいわ

ゆる「納税の緩和措置」が一定要件に該当する

場合に限り適用できることとされており、平成

28年度の実績で申し上げますと、徴収猶予は 7

件、換価の猶予は 8 件、滞納処分の執行停止

は、2，302件となっております。 

 

2017.12松沢 

国保料引き下げについて 

質問 代表質疑では、国が国民健康保検へ

の約 3400億円の財政支援を実施することに

より、一般会計からの繰り入れを解消せよと

位置付けられていると答弁されましたが、こ

れは 2016 年 4 月 28 日付の厚労省通知い

わゆるガイドラインによるものですか。ここで

は解消の対象となる法定外繰り入れは、決

算補てん等を目的としたものを指すと書か

れています。また、保健事業に係る費用に

ついての繰り入れなどの決算補てん等以外

の物は、解消・削減すべきとは言えないもの

だと書かれています。 

平成２８年４月２８日付、「都道府県国民健康保

険運営方針の策定等について」の通知では、

都道府県が策定する都道府県単位化後の I~

都道府県国民健康保険運営方針」の策定要

領、いわゆるガイドラインが示されております。

ガイドラインでは､現在の国保の実情から行わ

れている法定外繰入について、「①決算補填等

を目的としたもの」と『②保健事業に係る費用に

ついての繰入などの決算補填等目的外のも

の」に区分しており、このうち r決算補填等を目

的とした法定外繰入」につきましては､解消又

は削減すべき対象とされているところでござい

ます。なお、各市町村の政策判断により行われ

ている「決算補填等目的外のもの」につきまし

ては、解消･削減すべき対象とは位置付けられ

てはおりません。 

質問 当局は保健事業にかかる費用とは具

体的に何だと認識されていますか。 

 

本市における保健事業といたしましては､特定

健康診査等事業、医療費通知等事業、あんま・

マッサージ・はり・きゆう施術費がございます。

以上 

質問 例えば所得 300万円の 40代の夫婦

と子ども 1人の 3人家族で国保料はいくら

になりますか。所得 400万円の 40代夫婦と

子ども 2人の 4人家族ではいくらになります

一般的に給与におきましては､給与収入から必

要経費相当額にあたる給与所得控除を行った

ものが所得となり、事業の場合は収入から必要

経費を差し引いた残りの額が所得となります。

ご質問の世帯の保険料につきましては、平成２



か。それぞれ所得に占める割合はいくらでし

ょうか。 

 

９年度については､保険料率等が６月の賦課ま

で決まりませんので、平成２８年度保険料率で

試算いたしますと、まず、所得３００万円の４０

歳代の夫婦と子ども１人の３人家族の国保料

は、医療分、後期高齢者支援金等分、及び介

護納付金分を合わせて、586,434円となり、所

得に対する割合は１９．５４％となります。また、

所得４００万円の４０歳代の夫婦と子ども２人の

４人家族の国保料は、７８３，６６２円で、所得に

対する割合は１９．５９％となります。以上 

次に、差押えについてお聞きします。2015年

度は 44件の差し押さえがありました。そのう

ち 39件が預貯金でした。給料も児童手当も

振り込まれれば預貯金です。商売の運転資

金も預貯金の形です。伺います。 

 

質問 差押え禁止財産が、39件には該当し

ていませんか。 

 

国民健康保険料の徴収にあたりましては、そ

の徴収により生活に支障が生じるといった方に

対して、減免の適用や分納相談を行うなど､個

別事情に配慮しておりますが､一定の滞納額が

発生した場合は､国税徴収法に基づく預金調査

を実施しております。調査の結果、保険料を納

付できる資力があると思われる時は､まず､面

談にて、自主的な一括納付を求めております

が、ご理解いただけない場合などは、やむを得

ず差押事前通知などの文書を送付した上で、

差押処分を行っているものでございます。なお､

差押えにあたりましては､法で規定されている

差押禁止財産に該当しないか、預金調査によ

る入出金履歴の詳細を十分確認した上で実施

しているところでございます。したがいまして、

ご質問の平成２７年度における預貯金の差押

実績３９件については､差押禁止財産に該当し

ておりません。以上 

  

  

② 中小事業者支援 

コロナ関連は 【ｺﾛﾅ】産業経済を参照のこと 

2020.12 徳田 

コロナ危機だからこそ、住宅・店舗リフォーム

助成制度創設での支援についてお尋ねしま

す。 

議員ご提案の「住宅・店舗リフォーム助成制

度」につきましては、受注機会を拡大させるこ

とになり、またリフォームに関連した商品等の

購買が見込まれるなど、一定の経済効果が発生



これまで会派議員が、繰り返し実施を求め

てきた一般住宅や店舗に対する「住宅・店舗リ

フォーム助成制度」は、市内の事業者を利用し

て、自宅や店舗の改修や補修工事を行う場合

に、その一部を助成するものです。地域経済の

振興と住宅や店舗の整備を目的で実施するも

のです。この助成制度は、市内事業者への発注

が条件のため、市内事業者の収入や雇用を増

やし、それが市内で消費され、税収も確保され

ることにつながっていきます。 

これまで、当局は、この制度は，助成対象の

工事業者を市内業者に限定することにより、

受注機会を拡大することで一時的に経済波及

効果は発生しますが、需要の先食いで、助成す

ることがリフォームの総需要をふやすきっか

けとなるのか、そのための施策として最も適

しているのか、一方消費者保護の観点からリ

フォーム事業者の質の向上を図るなど多くの

課題がある」と回答され、制度は創設されてい

ません。 

これまで利用を限定するエコリフォームや

空家リフォーム助成制度が創設されてきまし

たが、申し込みは多くありません。 

国土交通省は、業者団体の要望に、「自治体

が、制度要綱と地域住宅計画をつくって実施

すれば、住宅リフォーム助成制度に、国の社会

資本整備総合交付金が活用できる」と回答し、

多くの自治体が、この交付金を活用してリフ

ォーム助成制度を創設し、たいへん喜ばれて

います。 

 

Ｑ９，お尋ねします。新型コロナウイルス感染

拡大で、建設関連事業者も困窮しているもと、

需要の先食いであったとしても、住宅・店舗リ

フォーム助成制度を創設して、業者支援と地

域経済振興の一助にすべきと考えますが、見

解をお聞かせください。 

 

するものと考えられます。しかしながら、現在

本市において実施しております、「感染拡大防

止対策等支援補助金」制度につきましても、換

気設備本体や、その設置工事費等の経費も補助

対象となっており、本制度を活用することで、

同様の事業者支援と地域経済振興の一助になる

ものと考えております。以上 

 

  

  



2020.3 川崎 代表質疑 

【中小企業支援策について】 

 市の中小企業に対する融資支援策がなか

なか実効性がありません。その原因につい

て市はどのように考えているのでしょうか。 

 

１３、昨年 10 月からの消費税増税や新型コ

ロナウイルス問題により、多くの中小企業は

売り上げ減少に陥っています。対策として利

息や保証料を一部補助し、返済期間の猶予

を設けた特別融資を創設すべきではない

か。また中小企業融資の新規受付けは継続

すべきではないか。 

 

 

消費税率改定や今般の新型コロナウイルス感

染症による中小企業への支援につきましては、

既に、関係機関との連携のもと、経営相談窓口

の設置及びセーフティネット保証認定など適切

な対応策を講じており、ご指摘の金融支援につ

きましては、今後、資金繰りの円滑化に向けた

新たな支援策の検討を進めてまいります。次

に、本市融資制度につきましては、利用者の利

便性及び制度の効果的かつ効率的な運用の

観点から、県有志制度への一元化を行うもので

す。新規融資受付についても、利用者の利便

性を損ねることのないよう県融資制度へ誘導

し、中小企業の事業継続力の強化に向けた取

組を進めてまいります。なお、今年度内につい

ては、本市融資制度にて適切に対応してまいり

ます。(以上) 

 

  

  

2020.3 川崎 代表質疑 

【住宅リフォーム助成制度】 

今だからこそ景気刺激策としても空き家やエ

コの住宅リフォームに限定しない、すべての

住宅リフォームを対象にした、住宅、店舗、

空き家、などへのリフォーム助成制度を実施

すべきではないか、補助制度の創設を。 

 

「住宅リフォーム助成制度」につきましては、対

象工事業者を市内事業者に限定することや、

助成金額の条件設定を行うことで、一定の経済

効果が発生するものと考えますが、リフォーム

需要の前倒し効果はあるものの、リフォーム自

体の総需要の増加につながるとは考えにくく、

地域経済全体に及ぼす効果は限定的であると

認識しております。以上 

 

2017.9 広瀬 

西宮市は 2012年から住宅リフォーム助成制

度を 2年間モデル事業として実施し、2013年

の 9月議会で当局は「住宅リフォーム助成制

度によって、市内の小売店でのカーテンや

家具、電化製品などが購入されるなど波及

効果があり、市内施工業者の仕事おこしに

一定の効果があった」と答弁。2014年度から

西宮市では本格実施が始まりました。2016

年度の西宮市の実績をみると、申込219件、

抽選により助成を受けることが出来たのが

129件、助成額 1122万円、工事金額は 1億

住宅リフォーム助成制度につきましては、助成

の対象工事事業者を市内事業者に限定するこ

とにより、受注機会を拡大させることになり、ま

たリフォームに関連した商品等の購買が見込ま

れるなど、一時的には経済波及効果は発生す

るものと考えられます。しかしながら、本制度の

実施により、リフォーム需要の前倒し効果はあ

るものの、リフォーム自体の総需要の増加に繋

がるとは考えにくく、地域産業全体に及ぼす効

果は限定的なものであると認識いたしておりま

す。また、厳しい財政状況のなか、限られた財

源をいかに効率的かつ効果的に活用すること



6064 万円にのぼっています。明石市でも西

宮市でも市長の決断で住宅リフォーム助成

制度が始まりました。 

 

Q 市長にお尋ねします。住宅リフォーム助

成制度は市内業者の仕事を応援し、需要の

停滞に喘ぐ小売業・卸業にも大きな経済波

及効果を生むと考えますが、市長の見解を

お聞かせください。さらに尼崎でも住宅リフォ

ーム助成制度を実施するお考えはあります

か 

 

が求められている状況等を勘案いたしますと、

ご指摘いただきました住宅リフォーム制度につ

きましては、現在のところ実施する考えはござ

いません。以上 

 

 

  

  

③ 生活困窮者支援  

  

  

  

  

④ 安心の住まいを  

市営住宅建て替え計画見直し  

2020・9 松沢(総括質疑) 

市営住宅建替等基本計画について伺いま

す。 

 

 2016 年 12 月につくられた基本計画では、

老朽化した市営住宅の建替と耐震改修による

耐震化の推進がうたわれています。今年７月

に公表された旧若草中学校跡地に市営住宅の

集約化を行う対象となっている常光寺改良・

浜つばめ・浜つばめ改良・西川は建替を、西川

平七は耐震改修が計画には明示されていま

す。 

Q それぞれの住宅住民に対しいつの時点で

統合集約の説明がなされたのでしょうか。 

 

Q 常光寺の地域では、改良住宅以外に北住

宅・第二改良住宅がいずれも建替対象になっ

答弁要旨 

平成28年度に策定した尼崎市営住宅建替等基本

計画は、計画を策定する段階から、対象となる住

宅の入居者に、耐震性能が不足することから、建

替え、耐震改修又は廃止を行う必要があること

や、事業実施の予定時期について住宅ごとに説明

をしておりますが、建替え場所や建物の規模・仕

様などの具体的な内容は、事業実施の段階で個別

に説明することとしておりました。ご質問の、旧

若草中学校跡地に建替えを行う対象住宅に対し

ましては、集約して建替えるための建物の規模や

仕様を決めていく段階になりましたので、令和2

年7月に、建替え場所や戻り入居などの意向調査

の予定などについて、順次、ご説明させていただ

いたところでございます。なお、西川平七改良住

宅につきましては、周辺の住環境との調和や都市

計画・まちづくりの観点、また、隣接する西川中

継ポンプ場の配置も踏まえ、耐震改修から集約し

て建替えることになったことから、その内容も含

めてご説明を行ったところでございます。以上 

 



ていますが、なぜ改良住宅だけを今回の取組

みに入れたのでしょうか 

 今回常光寺改良住宅の住民から、寝耳に水

だとの声があがっています。旧若草中学校ま

で距離にすれば５００ｍぐらいの移動です

が、町会や小学校区、中学校区、買い物するス

ーパーなど生活圏がガラリと変わる大きな変

更です。 

 

Q 住民のこれまでの生活を考えれば、常光寺

改良・常光寺第２改良・常光寺北の３つを集約

するほうが変化は少ないと思いますがいかが

ですか 

 

2020.9 徳田(一般質問) 

市営住宅の建て替えについてです。 

Q12,お尋ねします。この市営住宅建て替え計

画について、常光寺改良住宅の入居者にアン

ケートなどで事前に意見を聞いたのでしょう

か。また住民・自治会と合意形成を図って進

めるべきと考えますが、見解をお聞かせくだ

さい。 

 

 市営住宅の建て替えは、現入居者の負担軽減

や事業費の圧縮などを図りながら、合理的計画

的に進めていく必要があり、建て替え場所につ

いても、周辺に適地があれば移転両党も軽減で

きる「非現地建替え」を基本としております。 

 議員もお尋ねの常光寺改良住宅についても、

こうした考え方のもと、北に５００ｍのところ

にある旧若草中学校跡地において、他の市営住

宅も含めて集約建替えを行うこととしたもので

あり、これまでに行ってきた建替えについて

も、入居者に対して現地建替えの是非を問うよ

うなアンケートは行っておりません。 

なお、移転先につきましては、旧若草中学校跡

地にできる新住宅以外にも、耐震性が確保され

た他の市営住宅にも移転していただけるように

しておりますので、今後とも入居者の意向を丁

寧に確認しながら、事業を進めていきたいと考

えております。 

 

Q13,お尋ねします。常光寺改良住宅の建てか

えは現地で建て替えし、杭瀬保育所の移転と

合わせて建設すべきと考えますが、いかがで

しょうか。 

 

先ほどご答弁いたしましたように、常光寺改良

住宅は、周辺の市営住宅も含めて旧若草中学校

跡地に集約して建て替えることとしており、集

約建替に伴い新たに発生する市営住宅の余剰地

活用につきましては、ファミリー世帯の定住、



転入を図るために民間に売却するほか、保育所

などの必要な公共施設の利用も含めて検討して

いきたいと考えております。 

 

2020.3 川崎 代表質疑 

近年、高齢単身者や障がい者、低所得者

にとっては、家賃が高い、バリアフリーの住

宅環境が整っていないことから、安心して入

居できる住宅が得られにくくなっており、大変

深刻な状況が生まれています。市は公営住

宅のあり方を見直し、高齢者、身障者が安

心して住める住宅を整備すべきだと考えま

す。 

 

15、高齢単身者や障がい者にとっては入居

できる住宅が得られにくくなっており、そのた

めの住宅制度を拡充すべきです。市営住宅

建て替え計画を改め、市営住宅の整備、戸

数を増やすべきです。市の考えは？ 

 

高齢者や障害者が入居しやすい住宅について

は、民間賃貸住宅、公営住宅等の両方を活用

した取組を進めていく必要があると考えており

ます。そうした中、市営住宅については、尼崎

市営住宅建替等基本計画において、耐震性に

課題がある市営住宅の耐震化を進めるため、

建替え、耐震改修及び廃止等を計画的に行う

こととしております。また、本市の市営住宅は、

類似都市と比較して多くの管理戸数を有してい

るため、将来にわたる財政負担の点から、建替

えや廃止により管理戸数の削減を図ることとし

ておりますが、建替え後の住宅は全てバリアフ

リーちゅうそうかたろうかがた化され、加えて、

既存の中層片廊下型住宅へのエレベーター設

置も進めており、整備前に比べて、高齢者や障

害者にも住みやすい住戸は増えることとなりま

すので、そうした取組を着実に進めることによ

り、高齢者や障害者にも住みやすい市営住宅

になるものと考えております。以上 

 

2019.6 こむら 

お尋ねします。尼崎市密集市街地整備・

改善方針が立てられたのはいつですか？

この方針では、対象区域の実情を十分に

踏まえ、課題に適切に対応していく必要

があり、住民が主体となって合意を形成

し、相互連携を図りつつ、まちづくりに

取り組むこととなっており、「まちづく

り勉強会」「まちづくり協議会」「まち

づくり推進協議会」と段階的に進めると

しています。かなり年数が経過している

ようですが、進捗状況はどうでしょう

か？ 

 

尼崎市密集市街地整備・改善方針は平成 17

年 3月に策定し、本市の密集市街地の整

備・改善手法や優先度を定めております。

この方針に基づき、平成 17年度より、火災

が発生した場合に延焼危険性があり優先度

が高い重点密集市街地において説明会を開

催するなど、意識啓発を行い、地元発意に

よるまちづくり勉強会の開催や、まちづく

り協議会の設立を行ってまいりました。 

その後、平成 23年度から 29年度の間に、

市内 5地区において防災街区整備地区計画

を策定し、建替え時の壁面後退や道路空間

の確保、建物の耐火規制などを定めて、住

民主体による災害に強いまちづくりを進め

て・おります。以上 



 質問します。本市は兵庫県の「ひ

ょうご住まいづくり協議会」に参画し、

県の制度としてセーフティネット制度の

取り組みにあたっているそうですが、こ

の「住宅セーフティネット制度」は、現

在どのくらいの方が登録されています

か？ 

 

新たな住宅セーフティネット制度におけ

る、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住

宅の登録につきましては、平成 29年 10月

の法施行とともに実施しておりますが、床

面積や耐震性を有するなど、登録には一定

の要件があり、問い合わせはあるものの、

現時点で本市での登録はございません。以

上 

 

お尋ねします。密集市街地の整備につい

て、柔軟に、積極的に、そして対象地区

の拡大や見直しも含めてあらゆる対策を

即急に試みてほしいと思います。これま

で、密集市街地や老朽空き家問題に対し

て「他都市の事業実績や全市的なニーズ

を見据えて研究する」とか「固定資産税

の減免制度は空き家対策に効果がない」

という消極的なご答弁が続いております

が、動き出す時が来ていると思います。

前向きな対策を考えていただけますか？ 

 

これまでに防災街区整備地区計画を策定し

た 5地区以外の密集市街地におきまして

も、第 1問でお答えいたしましたように、

地元説明会などの意識啓発やまちづくりに

精通したコンサルタント派遣などを行うこ

とにより、密集市街地の解消に向けた、地

区計画やまちづくりルールなどの住民主体

の取り組みを促進してまいります。また、

老朽危険空家の解決に向けては、所有者に

よる自主的な除却が原則となるため、所有

者を調査し、助言・指導を行うことが最も

重要な取り組みであります。しかしなが

ら、経済的な理由が、除却が進まないこと

の主な要因のひとつとなっているため、除

却補助制度の充実に向けて、今年度は他都

市の情報収集と事例研究を行ってまいりた

いと考えております。一方で、新たな老朽

危険空家の発生抑制も重要であることか

ら、所有者への啓発や利活用支援の取り組

みを、関係団体と協力しながら引き続き進

めてまいります。以上 

 

住宅セーフティーネット制度も実用され

ていない状況がわかりましたが、今後の

改善策は考えていますか？ 

 

住宅確保要配慮者への住宅の供給について

は、さらなる取組を進めていく必要がある

と考えております。今年度はまず市内の民

間賃貸住宅の所有者を対象としたアンケー

トを実施し、所有者の意識や住宅の規模、

耐震性の有無などの実情を調査し、課題を

分析することとしております。そのうえ



で、必要な取組について福祉部局と連携し

ながら検討を進め、改定する住宅マスター

プランに必要に応じ反映してまいります。

以上 

 

築４0年以上の民間賃貸に住む単身高齢

者世帯は 4割を超えています。こうした

家賃負担が困難になるケースが増えるの

ではないでしょうか。 

 

お尋ねします。公営住宅は、 公営住宅法

第 1条で、「国と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

住宅を建設し、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するも

の」と定められたものです。 

現在の計画のように市営住宅の戸数を減

らすのではなく、低所得の高齢者が住み

やすい市営住宅を増やすべきだと思いま

すが、どうでしょうか。 

 

本市の市営住宅の管理戸数は、現在、約 1

万戸であり、全国の中核市や類似都市と比

較してもかなり多い状況であるため、将来

にわたる財政負担の点から、建替えや廃止

により管理戸数を削減していくこととして

おります。また、存続することとしている

市営住宅の中には、耐震性能やエレベータ

ーがないなどバリアフリー性能に課題があ

り、高齢者が入居しにくいものがありま

す。このような課題に対応するため、市営

住宅の建替えなどによる耐震化や、エレベ

ーター設置によるバリアフリー化を行い、

安全で、高齢者が入居しやすい市営住宅の

整備を進めているところでございます。以

上 

 

  

  

家賃補助制度創設を  

2017.9 まさき 

 （まさき）次に家賃補助について伺います。 

現在、法律施行規則案のパブコメが行わ

れ、住宅セーフティネット法改正法が 10月

25日に施行予定で、各自治体では「居住支

援協議会」の立ち上げ準備に取りかかって

いるところです。 

 

 質問します。7月の初めの、国の制度説明

会には、尼崎市は参加されましたか？また

それを受けて、10月 25日の施行にむけ

「新たな住宅セーフティネット制度」に関する

説明会は 7月 5日に大阪市内で開催され、本

市からも出席しております。また、10月 25日

の「新たな住宅セーフティネット法」の施行に向

け、県下の中核市及び政令市と兵庫県による

担当者会議や、県下の全ての自治体に加え

て、不動産協会、建築士事務所協会、宅地建

物取引業協会などの民間団体が参画してい

る、「ひょうご住まいづくり協議会」において、情

報交換をしているところです。 

具体的な事務の進め方につきましては、国が、

10月初旬にマニュアルを提示する予定である



て、尼崎市の計画・準備はどこまで進んでい

ますか。 

ひきつづき質問します。国が表明しているス

ケジュールによりますと、制度が施行された

ら事業者の募集開始が始まります。「居住支

援協議会」の立ち上げるためには、不動産、

宅建業者、改修のための建築業者そして一

般市民を対象にした、市民説明会が必要で

あると聞いていますが、尼崎市は開催を予

定されていますか？ 

 

ことから、それに沿って対応していくこととしてお

ります。 

 

兵庫県では、「居住支援協議会」の役割を担う

「ひょうご住まいづくり協議会」を立ち上げてお

り、本市も参画いたしております。したがいまし

て、新たな「居住支援協議会」の立ち上げは行

いません。以上 

 

ちょうど 1年前、私のもとへ相談がありました。

85歳男性(Ａ氏)は独居暮らし。「家賃が高くて生

活できない。公営住宅に申し込みしているが当

たらない。どうにかならないか」というもので

した。略 

質問します。この事例の高齢者に対して、市

としてどのような支援、アドバイスがあります

か。 

 

単身高齢者向けの賃貸住宅としましては、県

営、市営住宅のほか、バリアフリーが確保さ

れ、見守り等のサービスがある「サービス付き

高齢者向け住宅」、高齢者の入居を拒まない

「あんしん住宅」、良好な居住環境を備えた「高

齢者向け優良賃貸住宅」などがございます。こ

れらの住宅については、相談に来られた方に

説明するとともに、ホームページでも情報の提

供に努めております。以上 

 

最後の質問です。国の「新たな住宅セーフテ

ィーネット制度」を利用して、尼崎市でも住宅

確保要配慮者に対する、家賃補助制度を進

めるべきと思うます。いかがですか。 

 

「新たな住宅セーフティネット制度」について

は、まずは、住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない住宅の登録を、法施行に併せて実施する

こととしております。ご質問の、住宅確保要配慮

者に対する家賃低廉化につきましては、本市の

政策課題の優先度や他都市の動向を見極めな

がら、その対応策について、検討が必要と考え

ております。以上 

  

⑤上下水道料金の引下げ  

  



  

⑥公共施設の利用料気下げ  

2019.2 川崎 代表質疑 

（川﨑）私は公共施設の運営にはもっと市民

がかかわるべきだと考えます。 

今回はそれぞれの福祉会館の将来を決め

ていくことになるのですから、文字通り地域

の意見を集約できる会議体などが必要だと

考えます。そこへの市民のかかわり方が公

共施設をさらに有意義なものへと発展、ひい

ては地域のコミュニケーション力を高め地域

振興にもつながると思います。 

 

 

質問（６）公共施設の運営に市民が積極的

にかかわることができるシステムを構築すべ

きだと思いますが、市の考えはいかがでしょ

う？ 

 

市が所有する福祉会館につきましては、日常

の管理運営等について、各地域が主体的に行

っていただいているところでございますが、使用

料収入と維持管理費などに係る収支や、利用

される頻度、さらには、施設の老朽化度合も

様々な状況にあることから、パブリックコメント

などの手続きのほか、各地域との個別協議を

行っていくこととしております。ご提案の公共施

設の運営に市民が関わるシステムにつきまして

は、こうした協議の中で地域のご意見を把握す

ることができるものと考えております。また、福

祉会館に限らず、公共施設の運営に市民が積

極的に関わるシステムにつきましては、施設の

性質を勘案する中で各施設の登録グループの

会議などを通じて、施設利用者との対話やニー

ズの把握に努めてまいります。以上 

 

合唱団は社会教育グループに登録している

ので利用料の 2 分の 1 軽減は引き続きある

ものの、それでも中央北生涯学習プラザの

音楽室利用料は 1 回 3150 円となり、これま

での 2 倍になります。負担が重く、いっその

こと 2 回ともに塚口南地域学習館にしよう

か、でも、塚口南地域学習館はもう 1 日、夜

間の管理人の配置ができるのだろうかなど

と、みんなで気をもんでいます。利用料の引

き上げは、市民の活動を制限するものになり

ます。 

 

お尋ねします。市民が利用しやすくするため

には、利用料の引き下げが 1番です。利用

料を引き下げて利用率を上げ、結果として

利用料収益を上げる方向に切り替えるべき

だと考えますが、いかがですか。 

 

 

公共施設の使購料につきましては、受益と負糧

の適正化、原樋等を勘案した設定を墓本として

おりますが、施設建替え時には原価が上がる

中でも,激変緩和の観点等から旧施設の同種の

部屋を基に改定率を 120%に留めております。

中央北生涯学習プラザの使用料についても.そ

うした考え方に沿って本年 6 月に条例で定めた

ところでございます。お尋ねの音楽室に関しま

して.現中央公民館に同種の部屋がないため、

武庫地区会館の音楽室の料金を参考にしまし

たが原価と比べ抵廉な額となっています。ま

た、中央北生涯学習プラザの音楽窒使用料に

つきましては現中央公疑館の視聴覚董の代わ

りとしては高くなりますが。他の部羅で代替の

利用ができないか個別に相談に応じてまいりた

いと考えております。 

なお.ご指摘の利用率向上に向けて{ま、利便性

の向上やより柔軟な利躍を曙能とするなど施設



の効用を高めることにより利用促進に努めてま

いります。(以上) 

 

  

  

  

 


