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此村委員 
  子ども手当への対応についてお伺いをしたいと思います。 
  さっき、いろいろな質疑がありましたが、いわゆる市民、県民の目線から見

た質問を してみたいと思っております。今、言われているところでは、今まで

１人当たり１万 3,000 円の子ども手当が出ていた。平成 23年度においては、３

歳以上 が１万 3,000 円、３歳未満が２万円という形で、今、議論が進められて

いる。 
  それで地方負担ありというこういうことで、先日、松沢知事、そして、今日

の委員会 での説明という中でありましたけれども、神奈川県は負担しないとい

う方向で今検討していると、こんな話があったわけでありますけれども、率直

に言って、例 えば神奈川県が、では、この金を出しませんと、うちはやりませ

んと、こういった場合に、この３歳未満、今、議論されている中で２万円もら

えるという人が、 大体どのくらい減るのか。それから、３歳以上、１万 3,000

円もらえるかもしれない人たちが、神奈川県が負担しないことによって、幾ら

になるのか。更に 言うならば、神奈川県と一緒に、市町村でもうちもやりませ

んよと言った場合に、各家庭の子供たち１人当たり、幾らずつ減額されるのか。

この辺のところを教 えていただきたいと思います。 
子ども家庭課長 
  まず、県では、この子ども手当のうち、児童手当分を負担してございます。

この県の 負担割合でございますけれども、これについては幾つか区分がござい

まして、子供の年齢ですとか、出生順、第１子か第２子か３子かというような

ことでの出生 順、それからいわゆる被用者、サラリーマン家庭なのか、あるい

は非被用者、自営業者等なのかというようなことによって異なってございます。 
  したがいまして、例を挙げて、県の負担がどのぐらいになるかということに

ついてお話をさせていただきたいというふうに思っております。 
  まず、３歳未満の子供さんがいるサラリーマン世帯の場合でございますけれ

ども、県 の負担額は月額 1,000 円でございます。これは市町村も同額というこ

とでございますが、現在１万 3,000 円ですので、仮に県が負担をしないという

こと になれば、その負担額が差引きというようなことになる計算となります。 
  それから、自営業者の場合でございますけれども、自営業者の世帯で３歳未

満のお子 さんがいる場合につきましては、県と市町村は同額で約 3,300 円ほど

になります。さらに３歳以上、小学校終了前までのお子さんがいる世帯で、第

１子、第 ２子の場合には 1,600 円という金額になります。それで第３子以降の

場合には 3,300 円でございます。なお、中学生につきましては、地方の負担が

ござ いませんので、全額国費ということでございます。 
  今、お話しいたしましたような負担を県の方でしてございますので、計算上

は差し引いた金額ということになろうかと思います。 
此村委員 
  分かりました。これで、神奈川県がここの報告にありますように、本県のこ



れまでの 活動状況という中で、国が全額負担すべきであるという民主党のマニ

フェストの実行を求める、様々な活動をやってまいりました。ここに全国知事

会、九都県市 首脳会議等のいろんな動きがありますが、現在のところどうでし

ょうか。神奈川県のように、負担分については支出を拒否すると、こういうふ

うに打ち出してい る他の都道府県はあるんでしょうか。 
保健福祉局企画調整課長 
  12 月 10 日に神奈川県が出したばかりでございますので、現時点では、都知事

が記 者会見の中で、来年度予算の中で、都も検討するということを新聞報道で

承知しておりますけれども、それ以外の動きは、11 月の中旬ですか九都県市、

それか ら 10 月の関東地方知事会、そういった中で、基本的には国が全額出す

べきものと、特に九都県市では、それに見合う額を地方独自の子育て支援に充

てるという そういう決議がなされた。それを踏まえて、各自治体も検討されて

いくものというふうに承知しております。 
此村委員 
  そうしますと、神奈川県が松沢知事が打ち出したということで、当然、県下

の各市町 村、いろいろと川崎市なども、どちらかというとやめるとは言ってい

ないけれども、同調的な、同調したいような、そういうような発言もしている

市長、町長も あるようですが、神奈川県下の市町村の動きはどうなのですか。 
保健福祉局企画調整課長 
  ちょうど全国の地方六団体に当たる組織として、神奈川県の地方六団体とい

います か、神奈川県地方分権推進会議というものがございます。これが 11 月

２日に開催されまして、県内の市長会、町村会の会長、それからそれぞれの議

長会の会 長、それに横浜、川崎、相模原の市長と議長が集まって、子ども手当

についてのこれまでの神奈川の主張、これと同趣旨の緊急要請を採択いたして

おります。 
  それで、横浜市、川崎市は、それぞれの議会が行われていまして、そこでの、

これも 報道の範囲で承知していることでございますけれども、そこでも、やは

り国が全額持つべきだと議論されていますし、横浜市、川崎市は指定都市の市

長会でも同 様の要請や決議をしていますので、そういったものも含めて、他の

自治体と連携しながら来年度予算編成の中で検討していくと、こういうような

趣旨の答弁をし ているというふうに伺っております。 
此村委員 
  先ほど県民の目線から見てと、こういうふうに申し上げましたが、いろんな

テレビ等 で、この子ども手当について、いろいろ街角でのインタビューをやり

ますと、もらえるならうれしいと、多い方がいいと、こういう意見が非常に多

いわけです ね。もちろん中には、将来のつけが子どもたちに回るんではないか

というふうに懸念を話す人たちもいますが、大体大方、もらえるなら多い方が

いいと、こうい う一つの流れも声もある。 
  それと来年の予算、来年の２月、３月の議会でやるわけですけれども、恐ら

くこうい う形で松沢知事が出してくる。そうすると、非常に市民の感覚からす

れば、例えば、神奈川県が松沢知事が言っているように、神奈川県は負担しな

いと言った場 合に、例えば３歳未満の事業系、要するにサラリーマンでないそ



ういう人たちへの負担額は、県が 3,300 円の、市町村で 3,300 円ですから、6,600 

円減ると。他の都道府県では、満額もらっているよと、こういうばらばらの状

況が出る可能性があるわけですね。 
  その時に、この一般市民の感覚からすれば、国が出そうが、県が出そうが、

市町村が 出そうが、そんなことを分かっている人は少ない。それぞれが出して

いるんだろうと、どれぐらいの割合で出しているのかは分かっていない。ただ、

自分のとこ ろに幾らもらえるかというところに、非常に大きな関心がある。そ

ういった意味で、松沢知事が今回打ち出した件については、一つの、一種の劇

薬ではないかと 思います。これで一つの何ていうか、捨て身というか、パフォ

ーマンスという人もいるし、いろんな意味合いがあるんですが、要するにこれ

は、もしこの主張が 通らなければ、結果として、神奈川県民の皆さんの子ども

手当が実質的に減るという、こういう可能性が十分あるというふうに思うんで

すね。我々も、政府は当 然地方負担なし、全額国庫負担、これは当然のことだ

ということで、もちろん主張はしています。ただ、その主張を通すために、ま

かり間違えれば県民がもらえ るべき金が他の施策で使われるとはいえ、子ども

手当が少なくなる非常に危険性もあるのかというふうに、正直言って思ってお

ります。極力、神奈川県民の立場 からすれば、私たちのもらえるこの子ども手

当が、ほかの他の都道府県と比べて減っているというようなことは是非やめて

もらいたい。こういう恐らく、国が出 す、県が出すとか出さないとか、市が出

すとか出さないとか関係なく、自分たちがもらえる金額が減らされたら困ると

いう、こういう多くの県民の声、そういう 中で今度、地方選挙が行われるとい

うことになるわけであります。 
  したがいまして、これはもう、ここまで来たら徹底して、やはり県民にとっ

ては、国 が出そうが、市が出そうが、県が出すとかそんなことは関係なく、と

にかく満額、決まったのなら決めてもらいたいと、こういう心情がある。しか

し一方では、 やはり行政には行政の筋というものもありますし、またこのマニ

フェスト、本来、そういうことを打ち出して選挙をやって、勝った与党として

の責任という問題 ももちろんあるわけでありますけれども、したがって、やっ

ぱり差額が、他の都道府県と差が生じてもいけないという中で、極めて悩まし

いところでもあるわけ です。したがって、そうした状況を踏まえて、今後の対

応について、どのようなことを今考えておられるのか。それをお聞かせいただ

きたいと思います。 
保健福祉局企画調整課長 
  一つは、一番今回の神奈川県のスタンスに近いのが、11月 15 日の九都県市首

脳会 議で、子ども手当の地方負担に関する決議があります。ここの中で、九都

県市の首脳が、住民税は、地域の実情に応じて実施するサービスにこそ充てら

れるべき であり、国が決めた施策実施のため、地方の独自財源が一方的に取り

上げられることはあってはならない。もし政府が、地方に負担転嫁することな

く全額国費を 財源として実施しない場合、万が一、平成 23 年度以降も地方負

担が続くようであれば、地方は負担と事務を返上し、独自の子ども・子育て施

策を展開するとい う選択肢を真剣に検討する覚悟であると、こういう決議を出

しております。この決議を、知事は 17日に全国の知事にも送っております。 



  それから、今回、国に 10日に意見書を出すに当たりましても、市長、町長に

市町村 行政課の方から今回の趣旨の説明もさせていただいている。先ほど御説

明した、神奈川県の地方六団体の会議に当たる神奈川県地方分権推進会議、ち

ょうどこの 時期に、市長、町長たちに、松沢知事の方から、今後どうしていく

か、是非検討してほしいというお願いをしておりまして、その検討も今、市長

会、町村会で行 われております。 
  やはりここは、きちんと筋を通して、国に約束を守らせる。地方はやはり地

域の実情 にあった、今、保育所の問題、それからこの夏はエアコンの問題もご

ざいました。そういったところにやはり必要な措置、施策を打っていく。その

ための財源を 確保する。そして、子ども手当の財源は全額国費でというのを、

ここは一貫して通していきたいと考えております。 
此村委員 
  いずれにいたしましても、やはり神奈川県民のそういった対象になる皆さん

が、がっ かりするようなことがないようにすべきだと思います。それと、ちゃ

んと満額国庫負担ということになるということですよね。それに最善の努力を

してもらう。 とにかく、そのためには神奈川県だけ訴えるのではなくて、本当

に周りの都道府県等、また市町村等とも協力し、やはりきちっと国が分かるま

で訴えていく、そ こまで、是非頑張ってもらいたいと思います。と同時に、い

ずれの結果にしても、どういう対応をするのかということについても、この神

奈川県民が、やはり何 となく自分たちだけ何か損をしているような、何か権利

を削られたような、そういう思いをしないような対応を、きちんととっていた

だきたいということをこの 問題については要望して、次の問題に移りたいと思

います。 
  次は、高齢者の居住支援についてでございます。 
  神奈川県の高齢者居住安定確保計画の素案が示されたと、こういうことでご

ざいまし て、できたら来年の恐らく３月に、法的整備、それが速やかに行われ

るということになるんだろうというふうに思いますけれども、実はこの問題に

ついては、か なり前から問題が浮かんでいました。それで、私も平成 12 年、

13年ぐらいに建設常任委員会でこの問題を取り上げました。それでまた平成 14

年に、本会議 で岡崎知事に質問もしました。 
  当時は、ここに書いてある現状と課題、高齢者を支える人口の減少と家庭の

介護力の 低下、それから、住まいへの不安の増大、ニーズの多様化と、こうい

うことがあり、今でもあると思うんですが、当時は高齢者がマンションだとか

いろんな建て 替えがどんどん進み、再開発が進んで、アパート等がどんどんな

くなって、そこに住んでいたお年寄りが住み替える時に、ほかの賃貸住宅、民

間住宅に移ろうと した時に、高齢者お断りというようなことで、転居が困難な

状況だったというのが、当時大きな社会問題になっていました。それで、ＮＨ

Ｋの特集だとか、いろ んな民放なんかでも特集を組んでいました。いろいろと

調べていくうちに、何でこう、お年寄りを民間のアパート、マンションの経営

者が断るかというと、要す るに、死んだ時にどうするんだ、病気になった時に

誰がちゃんと面倒を見るんだ、痴ほう症になり火事を起こすか分からない等の

問題があって断るということで した。それならば、この大家の人たちが、安心



をして高齢者の皆さんを入居させることができるための措置ということで、こ

の福祉部門と建設部門と連携して、 福祉部門の方は、まず病気になったお年寄

りに対して福祉がどう対応するか。亡くなったお年寄りに対して、福祉部門が

どう対応するか。日頃の見回りというん ですかね、声掛け等の対応を公がきち

んと担保する。ある程度保障するということで、民間の大家さんが、そういう

ことをちゃんとやってくれるのならば、お年 寄りを入居させましょうというこ

とで動いたわけであります。そして両部門がいろいろ議論をして制度としてき

ちんとつくるということで、平成 14 年 12 月の 本会議で、知事が高齢者の居住

支援制度の標準モデルという制度をつくって、各市町村にそれを示して、各市

町村単位で、福祉は市町村で大分違いますので、県 が標準モデルをつくって、

そのモデルを基に各市町村でそういう制度をつくるということでございました。 
  それで私も、内容を見て、ああこれでお年寄りだからといって断る大家もい

なくなる し、一人住まいの高齢者も、見回りだとかいろんな声掛けだとかそう

いうことをやるから、これでもう亡くなられたまま何日間も分からないとか、

そういうよう なこともなくなるなと、こういうふうに思って、平成 14 年の時

に、一定の解決がついたのかと思っていたら、その後、多くの独居老人が１人

で亡くなって、そ のまま放置されたとか、いろんな問題が社会問題になりまし

た。こういう現下の状況にあるわけでありますが、そこでまずは、当時、県が

作成をした、市町村に おける高齢者の居住支援制度の標準モデル、県がつくっ

たものですけれども、これの内容について、もう一度確認をしておきたいと思

います。 
高齢福祉課長 
  県が、高齢者の居住支援施策を推進するために、市町村が、地域の実情を踏

まえた具 体的な体制整備ですとか住民への周知などに取り組むための参考と

なりますよう、ただいまお話がございましたように、平成 14年度に、市町村高

齢者居住支援 制度実施要領の標準モデルを作成をいたしました。この標準モデ

ルは、賃貸住宅に入居する高齢者の方に対し、各種支援を活用したサービス等

を提供することに よりまして、入居高齢者の安心を確保する体制づくりを図る

ことを目的としたものでございまして、一連のそうした取組を示してございま

すが、具体には、高齢 者の居住に関する相談窓口を設置、それから入居高齢者

の実態把握、入居高齢者に対する福祉サービスの提供、緊急時体制の整備等、

そういったことに取り組む ことといたしまして、これの実施に関して、必要な

事項につきまして高齢者住宅等安心確保計画を策定する、こういった内容でご

ざいました。 
此村委員 
  当時これができて、私も一、二年ぐらい注視して、担当の方に状況を確認し

ておりま した。そうしたら、１市、２市ぐらいが一応手を挙げてやっています

とか、４市ぐらいにはなりました、なかなか理解が得られないけれども、一生

懸命頑張って いますと、こういった報告を頂きました。その後、ちょっと委員

会等で質疑はしていませんが、でも、ちゃんとやっているだろうと、こういう

ふうに皆さんを信 用してやっていたわけでありますが、結果として、皆さんが

そのことに市町村に働きを掛けて、どのようになったのか、お聞かせをいただ



きたいと思います。 
高齢福祉課長 
  県では平成15年２月に高齢者福祉課長と住宅整備課長の連名によりまして市

町村あ て通知をして、この標準モデルを遵守し、鋭意取組を働き掛けました。

また３月には市町村の高齢福祉主管課長会議において説明も行い、また６、７

月にかけま しては保健福祉部署ごとに説明会を実施し、意見交換等を行いまし

た。 
  その結果ですが、11 月になりまして、各市町村の実施状況を把握するための

調査を行いましたところ、７市町村から取組を実施していると、また 19市町村

から取組の実施を検討しているとの御回答を頂いたところです。 
  しかしながら、当時、平成 12年度は、介護保険制度が導入されて間もない時

期でございまして、市町村における業務多忙という理由によりまして、標準モ

デルの全市町村実施ということには至らなかったという状況でございます。 
此村委員 
  これは、今回も出ているかと思いますが、既にもう６年前、７年前にできて、

これが しっかり実施されていれば、少なくとも今回やるようなことはもう、既

に７年前、６年前ぐらいにできて進んでいたんではないかと思います。それで、

その後、 いろいろ様々な孤独死等の問題が起こっているのも、ある一定の程度

の部分は抑えられて、もっと少なくなっていたんではないかというふうに思い

ますと、非常 に残念でならないわけでありますが、とはいえ、今課長からも御

説明がありましたように、一生懸命、皆さんが努力されたということも、当時

から話を聞いてお りまして、なかなか市町村が乗ってくれない、対応してくれ

ないと、こんなことも聞いていたわけであります。 
  しかし、努力は多くしながらも、やはり行政は結果が、何度もお話しします

が、政治 もそうですけれども、結果が全てでありますので、県民に対して、結

果を持っていかないと県民にプラスにならないわけでありますから、その辺は

反省をしても らうべきところは反省してもらいたい、このように思うわけであ

ります。 
  とはいえ、そこで、その後、この標準モデルが市町村に普及しなかったと。

しかし、問題はそのまま残っているわけですから、それに対する課題に対して、

この神奈川県は、どのように対応してこられたのか、お話をいただきたいとい

うふうに思います。 
高齢福祉課長 
  その後の県の取組ですけれども、高齢者の方が円滑に民間賃貸住宅に入居で

きるよ う、平成 17 年 12 月に、高齢者専用賃貸住宅制度というのが創設をされ

ました。これは専ら高齢者を対象として入居させる住宅を、貸主の方からの申

請に基づ いて登録し、情報提供をするというものですが、これにつきましては、

県では、社団法人かながわ住まい・まちづくり協会を登録機関として指定をし、

早急に取 り組んできたところでございます。 
  また、平成 18 年 10 月ですが、あんしん賃貸支援事業というものが創設をさ

れまし た。これは高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅の登録、情報提供、

あるいは、居住に関する各種サポートを行うことでもって、高齢者等の入居の



円滑化と 安心できる賃貸借関係をつくるという事業でございますが、これも先

ほどと同様に、住まい・まちづくり協会の方が登録情報の提供を促進している

ところでござ います。 
此村委員 
  そのように手は打っていますよと、いろいろとやっていますよと、民間住宅

に円滑に 入居できるようになりますと。その結果ですね、本当に円滑に、高齢

を理由にそういった民間アパート等の入居を拒まれるケースというのは、なく

なったという ふうに把握されていますか、どうですか。 
高齢福祉課長 
  残念ながら、高齢者であることを理由に入居を拒否されるということは、依

然としてあるというふうに認識をしてございます。 
  これは国土交通省の資料ですが、平成 21年２月に、(財)日本賃貸住宅管理協

会と いうところが取りまとめた、賃貸オーナーに関する調査結果を見ますと、

貸主が高齢者の入居を断る理由といたしまして、居室内での死亡事故等、これ

が最大の 理由としてあげられまして、次いで、家賃滞納、３番目に、連帯保証

人あるいは緊急連絡人等の確保ができない、こういった理由が掲げられてござ

います。 
  こうしたことから県としても、計画素案の中に、民間借家の場合では、高齢

者であることを理由とした入居の拒否など様々な課題があると、このような認

識を掲げさせていただいているところでございます。 
此村委員 
  私が平成 13年、14年時代に、いろいろと皆さんとやりとりをしたのは、今申

し上 げた、民間住宅に円滑に入居できるということが１点ですね。それは今、

御答弁があった。この点はむしろ、建設常任委員会の方でやる議論なんだろう

けれど も、問題は、この福祉部門、もう一つ提起をさせていただいた、一人暮

らしの、また高齢者のみ夫婦のお年寄りが、安心をして居住できる環境整備と

いうのが、 平成 14 年につくったこの高齢者居住支援制度の中に書いてある。

これがその後、更に問題になって、孤独死だとかいろんな問題がずっと解決し

ないまま、より 大きく社会問題化してきたと、こういうことになるわけであり

ますけれども、まず、今回の高齢者居住安定確保計画の中に、まず一つは、入

居支援という視点か ら、どのように対応をされているのか。もう一つは、この

高齢者が安心して居住できる、住み続けることができる、それでいわゆる孤独

死だとか、そういったこ とがなくなる、病気になった時に、すぐサポートして

もらえる、そういう安心して居住できる体制をつくるという、こういう２点が

あるんですが、今回の計画の 中では、どのように反映をされているのか、お聞

かせをいただきたいと思います。 
高齢福祉課長 
  まずは、高齢者の居住支援、入居支援の方でございますけれども、先ほども

申し上げ た、平成 10 年当時の制度実施要綱の標準モデルでは、相談窓口、あ

るいは実態調査、それから福祉サービスの提供といった項目がございますので、

それに倣っ て、居住安定確保計画での取組の概要を申し上げますと、まず、地

域包括支援センターでございますが、こちらの方で保健福祉医療、そして、住



宅について地域 とネットワークを構築し、そこを通じた実態把握、あるいは継

続的、専門的な相談支援の充実を図ってまいります。 
  また、介護保険サービスの適切な提供を行うとともに、地域におきまして高

齢者を支え合う標準体制を確立して、一人暮らしの高齢者に対する見守りのサ

ービスの充実を図ってまいります。 
  また、安心して居住できる、入居サポートをするための賃貸住宅の供給とい

うことで すが、これにつきましては、国の方で現在、高齢者等居住安定化推進

事業ということが行われておりまして、これは、生活支援施設と高齢者向け住

宅の一体的整 備でございます。これにつきまして、この居住安定確保計画にお

いて、サービス基準宅を4,500戸供給をするという目標を立ててございまして、

そうしたよ うに本県におきまして、県土整備局と保健福祉局が連携する中で、

両施策を一体として、高齢者が安心して住むことができる住宅の確保、それか

ら居住支援に取 り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 
此村委員 
  当時は、全国で初めての施策として注目もされました。それで皆さんとかな

り議論しながら出来上がり、皆さんにつくっていただいた施策であると思いま

す。 
  しかし、今回の計画ができたんですが、せっかく良いのをつくっても、介護

保険制度 がスタートして忙しかったという、これは、行政の都合でありまして、

本当に困って切実な県民のそういった要求、願い、思いを込めて皆さんとつく

り上げたも のが、行政の都合で結局できなかった、実行されなかった。そして

７年間、本当に孤独死だとかいろいろ様々な問題が、ずっと大きな社会問題と

して続いてしま う。やっとまたここで、７年後に同じようなものを今回つくる

と、こういうようなことでありますが、どうかその辺のところ、先ほど、本当

に一生懸命、皆さん やっているのは分かるんだけれども、できなかったという

のは結局皆さんの都合であって、犠牲者は県民なんですよね。それによって、

孤独死を迎えなければな らない人がいたり、そうして、絶えず病気になったら

どうしよう、死んだらどうしようという、おびえながら暮らしているお年寄り

がいるということは、結果と しては、行政の責任であるというふうに思います

ので、何度も申し上げて恐縮ですが、是非反省をしていただいて、そして、今

度できたこの高齢者居住安定保計 画につきましては、本当に、これから更に細

かく中身を充実させていくわけでありますし、できたら速やかにこれを実行し

て、少なくとも５年後、10年後には 神奈川県の中に孤独死がなくなったと、そ

れで、本当に神奈川県の独居のお年寄り、それから高齢者のみ夫婦が安心して

暮らせるというような、そういう神奈川 県を是非つくっていただきたいという

ことを申し上げて、私の質問は終わります。 


