
令和２年度予算審査特別委員会総括質疑－03 月 12 日 

 

◆西 委員  お疲れさまです。創志会の西でございます。 

 質問させていただきます。まず第１０款教育費、第２項小学校費、第４目学校建設費の浜

寺小学校校舎改築事業の内容についてお示しください。 

 

◎天野 施設課長  浜寺小学校校舎改築事業の令和２年度の予算については、設計費等

に約４，９００万円を計上しています。以上でございます。 

 

◆西 委員  それでは、事業の進捗状況についてお示しください。 

 

◎天野 施設課長  浜寺小学校校舎建て替え事業については、昨年１１月に設計事務所

と契約し、敷地の立地や形状等を踏まえ、設計条件の整理を行い、建て替え校舎の基本設計

案を作成しています。当該作成案は３月中に自治会を中心とした改築検討委員会に意見を

お聞きする予定としています。以上でございます。 

 

◆西 委員  昨年の予算総括質疑で、地元の皆さんや、そして私も同級生や先輩の皆さん

から、浜寺小学校の運動場、特に狭いんだということをお聞きをして質疑をさせていただき

ます。何とか少しでも運動場とか教室を広くということでお聞きをさせていただきました

が、運動場の拡張ですね、そして現在の校舎において標準サイズより小さくなっている図書

室やランチルーム等々の大きさについてお示しください。 

 

◎天野 施設課長  現在、基本設計案の状態ではございますが、運動場については現状よ

りも広くなるよう調整しています。また、図書室などの大きさについては、できるだけ標準

図をもとに検討しています。以上でございます。 

 

◆西 委員  用途地域が、去年の予算総括でも用途地域の変更についてぜひ議論をキッ

クオフしてほしいというお願いをさせていただきましたが、この用途地域変更になる予定

と聞いてますけど、お示しください。 

 

◎天野 施設課長  当該用途地域については、小学校の建て替えに伴い、学校敷地の有効

活用とその周辺の中低層住宅地における土地利用の調和を図るため、都市計画の変更の手

続を進めていると聞いています。なお、用途地域等については、令和元年１１月１８日の都

市計画審議会に素案を報告した上で、１２月９日から１５日まで説明会を開催し、令和２年

１月１６日に公聴会を開催するなど、現在変更に向けて所管課において都市計画の手続を

進めており、本年５月ごろに都市計画の案の縦覧、７月ごろの都市計画審議会に付議し、９



月ごろの都市計画の変更及び告示を予定しています。以上でございます。 

 

◆西 委員  地元の皆さんといろいろと議論しながら取り組んでいただいているという

ことでありますが、このことによって４階という案も出てくると思いますが、今回の設計に

は用途地域の変更がどのように反映されるのかお示しください。 

 

◎天野 施設課長  設計に関しましては、関係部局と情報共有を図りながら、用途地域を

念頭に置いて設計を行っていきます。以上でございます。 

 

◆西 委員  今後のスケジュールについてお示しください。 

 

◎天野 施設課長  今後も地域の方々に建て替え校舎についての意見を聞きながら、基

本設計を完成させ、令和２年度末に実施設計を完了する予定となっています。以上でござい

ます。 

 

◆西 委員  ぜひですね、部局間連携で、前の市長のときも部局間連携で教育環境整える

という御答弁をいただいていますが、連携を強調していただいている市長ですから、ぜひ部

局間連携で地元の皆さんと意見交換をしながら、子どもたちの教育環境、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 第３款民生費、第２項生活保護費、第２目扶助費及び国民健康保険事業特別会計予算第２

款保険給付費及び第３款民生費、第１項社会福祉費、第４目老人福祉費及び介護保険事業特

会予算第２款保険給付費、第１項介護・予防サービス等諸費のうち、医療及び介護に関する

費用についてお示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  まず、生活保護費につきましては、令和２年度の当初予算

案で約４６２億円、そのうち医療扶助費が約２３８億円を上程しております。以上です。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  国民健康保険事業につきましては、令和２年度の当初予算

案で約８８３億円、そのうち保険給付費は約６１９億円を上程しております。以上です。 

 

◎神谷 医療年金課長  後期高齢者医療制度は、府内全市町村が加入する大阪府後期高

齢者医療広域連合が運営主体として実施しております。後期高齢者医療事業については、令

和２年度の当初予算案で大阪府後期高齢者医療広域連合への療養給付費における定率負担

金として約９５億円を上程しております。以上でございます。 

 



◎三井 介護保険課長  介護保険事業費につきましては、令和２年度当初予算案で約８

４５億円、そのうち保険給付費は約７７４億円を上程しています。以上です。 

 

◆西 委員  最初お聞きをしたときは耳を疑うような大きな数字だったわけですが、医

療や療養費で約９５２億円と、介護の保険給付費を足せば１，７２６億円、堺市の予算サイ

ズというのは４，０００億、特会がこれは入っていますが、４，０００億の中でこんだけ大

きなものなんだなと、これについては必要なことは当然必要なわけでありますが、常に不断

のチェック、改革が必要なんだろうなというふうに思いますが、出張サービスについて、時

間や場所で報酬等が異なるものがあるとお聞きをしていますが、お示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  生活保護、国民健康保険、後期高齢者医療制度におきまし

ては、往診料や往療料について時間帯における加算や距離による算定がございます。以上で

ございます。 

 

◎三井 介護保険課長  介護保険の訪問系サービスのうち訪問介護、訪問看護、訪問リハ

ビリテーションはサービス提供時間によって報酬単価が変わります。そのうち訪問介護、訪

問看護につきましては、早朝、深夜等の時間帯による加算があります。また、居宅療養管理

指導のうち管理栄養士、歯科衛生士が行うものにつきましては、提供時間の下限が定められ

ています。以上です。 

 

◆西 委員  ちょっと時間の関係で割愛しますが、いろいろと時間や場所で報酬が異な

るものがたくさんあるとお聞きをしています。この書類も真面目にやっている人から言う

と、本当に煩雑で、何でこんなにたくさんやらなきゃいけないんだという嘆きの声がたくさ

ん聞こえるところでありますが、このような高額の医療費とかかかっている中で、新聞記事

でたくさんこういうのを見ます。２．８億円を過大請求、富田林で４，５８６万円を不正受

給、３，０００万円を不正請求という記事もたくさん見ます。細かくは議論ここでしません

が、このような事案、どのような内容かお示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  委員お示しの事案は、生活保護、国民健康保険、後期高齢

者医療制度におきまして、共通して起こり得る事案でございまして、施術の回数の水増しを

行ったり、施設内で施術したものを自宅に赴いて施術したと虚偽の申請をした不正事案で

ございます。これらの不正は施術者が自ら行うものだけでなく、施術者が勤める会社や中間

業者などによる組織的なものも存在していると聞いております。以上でございます。 

 

◆西 委員  いろいろと不正が行われていることもあるということですが、繰り返しま

すが、これ真面目にやっている人にとっては本当にいい迷惑で、真面目な施術者の皆さんと



か、医療者の皆さん、損していることが本当に多いということをおっしゃるわけであります

が、時間や場所、診療内容の実績、どのように提出されているかお示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  生活保護、国民健康保険、後期高齢者医療制度におきまし

ては、主に電子申請で行われる診療報酬明細書に、診療所等の所在地や、深夜、夜間、早朝

などの加算について記載することとなっております。以上です。 

 

◎三井 介護保険課長  介護保険ではサービス提供事業者に対し、サービス提供の都度、

提供時間や提供した具体的なサービス内容等を記載するサービス提供記録を作成し保管す

ることを義務づけております。この提供記録をもとに作成した介護給付費明細書等を請求

時に提出させています。以上です。 

 

◆西 委員  非常にこれも繰り返しですけど、真面目にやっている皆さんには煩雑な書

類でして、何か三角定規で距離を測って出したりということもあるような話も聞きますけ

れども、これチェック、どのようにされているかお示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  生活保護では、社会保険診療報酬支払基金の審査や民間

委託による内容点検を実施しております。また、当課に配置している医療扶助相談・指導員

が診療報酬明細書等を点検し、請求内容に疑義が生じる場合は、診療を行った場所や時間を

患者や診療所等に対し聴取等の方法によりまして確認し、場合によっては返戻等も行って

おります。さらに、患者が実際に診療等を受けたかどうかにつきましては、担当のケースワ

ーカーが確認を行うとともに、必要に応じて助言等を行い、保護を必要とする人に適正に保

護を実施するよう努めております。以上でございます。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  国民健康保険では、診療報酬明細書等の内容につきまして、

大阪府国民健康保険団体連合会による審査を実施しております。そのほか民間委託による

診療報酬明細書等の内容点検や、被保険者に対する受診者照会による点検を実施しており

ます。以上でございます。 

 

◎神谷 医療年金課長  大阪府後期高齢者医療広域連合に確認しましたところ、診療報

酬明細書等の内容について、国保連による審査を実施されております。そのほか委託により

診療報酬明細書等の内容点検や、被保険者に対する受診者照会による点検を実施している

と聞いております。以上でございます。 

 

◎三井 介護保険課長  介護保険では、介護給付費明細書等の内容につきまして、大阪府

国民健康保険団体連合会、いわゆる国保連で審査を行っています。サービス提供時間やサー



ビス内容など、提供実態の確認につきましては、事業者への実地指導の際にサービス提供記

録等書類のチェックやヒアリング等を行っております。そのほか、ケアプランの点検、介護

給付費適正化支援システムを活用した事業者への疑義照会、また利用者への介護給付費の

通知などにより、給付適正化を図っています。以上です。 

 

◆西 委員  いろいろとチェックをしていただいて、これチェック大事だと思いますが、

つまり例えばこれ書類の確認をしている、縦覧したり横覧したり突合したりでチェックを

していると、まさにこれＲＰＡとかエクセル、ＣＳＶファイルの得意分野じゃないかなとい

うふうに思うわけでありますが、電話もしているということでありました。 

 この新聞記事見てますと、患者は年に数回届く医療費通知を通じ、自分が受けた施術内容

を知ることができるが、仮に水増しされていても、患者に不利益がないため、患者による業

者へのチェックが働きにくいという事情もある。広域連合の担当者は悪意のある人なら何

でもできると答えていたという記事もあります。 

 このチェックにかかる費用はどれぐらいかかっていますか。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  生活保護におきましては、令和２年度当初予算案で社会

保険診療報酬支払基金への手数料が約４，１６０万円、レセプト点検業務委託料が約１，２

８０万円、医療扶助相談・指導員等の人件費として約１，０２０万円を計上しております。

以上でございます。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  国民健康保険事業特別会計においては、令和２年度当初予

算で国保連合会への審査支払い手数料が約１億４，０５０万円、市が行う内容点検に要する

費用として人件費約２９０万円、委託料約２，５００万円を計上しております。以上でござ

います。 

 

◎神谷 医療年金課長  後期高齢者医療制度におきましては、堺市の予算ではなく、大阪

府後期高齢者医療広域連合の予算となっております。大阪府後期高齢者医療広域連合の後

期高齢者医療特別会計におきまして、令和２年度当初予算で、国保連への審査支払い手数料

が約２０億７，８００万円、大阪府後期高齢者医療広域連合が行う内容点検に要する費用と

して委託料約６億８，１８０万円となっております。以上でございます。 

 

◎三井 介護保険課長  介護保険事業特別会計においては、令和２年度当初予算案で、国

保連への審査支払い手数料が約７，１２０万円、市が行う給付適正化事業に係る費用は、人

件費約９７０万円、委託料約８７０万円を計上しています。以上です。 

 

◆西 委員  これだけでもすごい驚きの額かかっていますよね。後期高齢を除いても、３



億２，２６０万、これ後期高齢入れるともっとすごい額ということであります。まさにです

ね、これ改革の本丸としてやらなきゃいけないんじゃないかと思ったりするわけでありま

す。 

 ただし、このチェックのために、これもまた繰り返しますが、真面目にやっている皆さん

にとっては非常に負担が大きいと、場合によっては残業ばっかりやってる、もしくは診察時

間、療養時間の中で必死に書類を書いて、きれいな書類を出さないと怒られるもんだから、

時間を削って、そんな書類書いてばっかりやという話もお聞きをします。これ真面目にやっ

てる人たちにとっては、非常に悲鳴が上がっている事案であります。 

 先ほどお示しした様々な事案ですね、内部告発によって発覚をしたものと聞いています

が、現状のチェック体制で未然防止を図れないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  請求内容につきましては、診療報酬明細書等の内容点検や

被保険者に対する受診者照会による点検等を実施しておりますけども、委員お示しにある

ような記事のようなケースにつきましては、なかなかチェックは難しいと認識しておりま

す。以上でございます。 

 

◆西 委員  結局チェックは難しいということでありますが、ではサービス提供から請

求までのデータの流れについてお示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  生活保護におきましては、医療機関が社会保険診療報酬

支払基金に電子または書類で請求し、審査を経て支払いが行われております。以上です。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、医療機

関が国保連合会へ電子または書類で請求し、審査を経て支払いが行われています。以上でご

ざいます。 

 

◎三井 介護保険課長  介護保険においては、事業者がサービスを提供した際に、サービ

ス提供記録を作成し、それをもとに１カ月間の提供実績をサービス提供票に記入し、ケアマ

ネジャーに提出します。同時に、事業者は請求書と介護給付費明細書を国保連に提出します。

ケアマネジャーは各事業者から提出のあったサービス提供票をチェックし、給付管理票を

作成して、国保連へ提出します。国保連では、事業者の介護給付費明細書とケアマネジャー

の給付管理票とを突合する等により審査し支払いを行います。なお、それぞれの帳票は電子

または紙媒体となっています。以上です。 

 

◆西 委員  つまり紙媒体になっていることがたくさんあると、つまりせっかく電子デ

ータにばかる、突合は横覧、縦覧でパソコン的にできない、コンピューター的にできないと



いうことが起きているということであります。 

 まずお聞きしたいんですが、請求に係る電子申請率をお示しください。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  生活保護における診療報酬請求の電子申請率は、令和２

年１月の審査分におきまして９７．２％、療養費につきましては、生活保護法に基づく紙媒

体により申請を行っております。以上です。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  国民健康保険、後期高齢者医療制度における診療報酬請求

の電子申請率は令和２年１月審査分について９８．０１％、療養費につきましては国が定め

た様式に基づく紙媒体による申請となっております。以上でございます。 

 

◎三井 介護保険課長  介護保険では、国保連への介護報酬請求の電子申請率は令和２

年２月審査分につきまして９８．６％となっています。以上です。 

 

◆西 委員  最後にもう１問だけ３課長にお聞きをしたいんですが、電子申請が高いと

いうのは一定高いのはわかるんですが、紙媒体もあるんですけど、結局この時間や一医療に

ついて関わってくるにもかかわらず、電子申請でやってるためにログが同時に上がってい

るわけではないというふうに思うわけでありますが、それでいいですか。 

 

◎長谷川 生活援護管理課長  委員お示しのとおりと思います。以上です。 

 

◎矢田 国民健康保険課長  委員仰せのとおりです。以上です。 

 

◎三井 介護保険課長  委員お示しのとおりです。以上です。 

 

◆西 委員  つまり３つとも同じ状況であるわけでありますが、そこで情報化推進課に

お聞きをしたいわけですけども、療養費の請求等々は一部は紙媒体で行われている上に、電

子申請をやったとしてもログが上がってない。つまり、その場所に行ったか、何分滞在した

かという動態管理については全く上がってないということであります。そういった意味で、

記録した情報を電子的に同時にオンタイムで上げながら管理をするということも大事だと

思いますが、システム的にできるかどうか評価をお答えください。 

 

◎井川 情報化推進課長  まず、医療費等に係る請求の審査にＡＩなど新技術の導入を

検討している事例について御答弁申し上げますと、厚生労働省では、社会保険診療報酬支払

基金の現行の審査支払いシステムにＡＩを活用することで、人による審査を必要とするレ

セプトと、そうでないレセプトを事前に振り分ける機能を実装するための取り組みが現在



行われていると把握しております。このような事例では、当然、コンピューター処理の世界

でありますので、いずれも入力情報をデジタルデータ化することで実現可能となるもので

あり、今後、ＡＩ、ＲＰＡといったＩＣＴによる業務処理を進めていく上では、委員お示し

のとおり電子申請、電子請求による入力情報のデジタル化は１つの前提条件になると考え

ます。 

 もう１つ、委員御提示のスマホアプリを利用した動態管理のことかと存じますが、これは

運送会社等がその保有いたします車両の位置情報や、現在移動中であるとか休憩中である

とかという状況のステータス管理をするために導入されている事例を承知しております。

なお、この事例からございましても、技術的には不可能ではないかと存じますが、個人情報

の取り扱いなど各種の課題もあると考えております。以上です。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。 

 そこでぜひ市長にお聞きをしたいわけでありますが、市長はＩＣＴを推進をするという

ことで、全力で頑張ってくださっていて、ここは前向きに評価をしているところであります

が、この各種請求事務等々ですね、さらにはログの管理も含めて、ＩＣＴを活用するには

様々な改善が可能だと私思いますが、市長どう思われるかお示しください。 

 

◎永藤 市長  議員お示しの分野につきまして、ＩＣＴを活用するということは３つの

ポイントがあるというふうに思っています。まず１つは、堺市だけである程度完結ができる

ものにつきましては、４月以降、ＩＣＴイノベーション推進室を立ち上げますので、全ての

業務にＩＣＴという選択肢を置くということをめざして効率化をめざしていきたいと思っ

ています。 

 もう一つは、堺市だけではなかなか難しいものというのがございます。その点では、ほか

の市と連携することも可能なのかなと思っています。今、政令指定都市の市長が集まる指定

都市市長会というのがありまして、私も出席をしています。そこでは、税務システムの標準

化・共通化という議論がされておりまして、同じぐらいの規模の都市であったらばらばらに

開発したり運用するよりもまとめたほうがいいんじゃないかということがありますので、

このような今、議員お示しの分野につきましても、スケールメリットというところも活用し

ながら、提案もしていけるのかなというふうに思っています。 

 そしてもう一つは、国の法改正が必要であったり仕組みづくりが必要なものもあります。

例えば先ほど答弁がありました診療報酬の療養費、こちらは紙媒体で行っているというこ

とですが、全国的な統一の仕様がないと。これにつきましては、やはり今日本として、国と

してそういうデジタル化を推進するために、電子申請を可能にするために投げかけていく

ことも必要だと思います。ここにつきましては例えばスマートシティで一足早く取り組み

を進めています大阪府や大阪市と連携しながら、国に対して積極的に働きかけていくとい

うことも行っていきたいと思います。 



 委員お示しのＩＣＴの活用につきまして、業務の効率化はもちろんですが人為的なミス

をなくすという意味でもとても重要と考えておりますので、積極的に進めてまいります。 

 

◆西 委員  ぜひよろしくお願いしたいと思います。思いは同じだと思います。 

 １点だけ申し上げれば、療養費の請求はもう今、電子的に受け取れるということもありま

すし、フォーマットや受領委任の制度では、同じ制度でも各広域でもやり出していますので、

同じ、ほとんど書式は一緒ですので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 

◎木畑 副委員長  理事者の入替えのためしばらくお待ちください。 

 

◆西 委員  次の項目に移ります。 

 来年度当初予算に計上されているＩＣＴ関連予算の総額をお示しください。 

 

◎井川 情報化推進課長  令和２年度予算に計上しております情報システムの保守、シ

ステムを稼働させる機器あるいはＲＰＡの導入など、新たな取り組みに係りますＩＣＴ関

連予算の総額は４９億２，６６３万８，０００円となっております。以上です。 

 

◆西 委員  このＩＣＴ関連、今取り組もうとしていること、本当に歓迎したいと思って

います。一昨年の春に木畑議員と２人でＲＰＡの議論したとき、ＲＰＡって何ですかって言

われたんですけど、木畑議員が言うたわけじゃなくて、当局の皆さんに通告したときにそう

いう議論になったわけですが、ただその中で気になることがあります。予算説明の中に環境

啓発推進事業で、環境意識向上のためツイッターによる環境イベント等の情報発信を実施、

２９万円ってありますが、この内容を説明してください。 

 

◎坂本 環境政策課長  環境啓発推進事業では、市民等の環境意識向上のため、環境講座

やイベント等の情報発信を予定しています。また、環境啓発を行う部署は、環境活動に取り

組む団体等に環境マスコットキャラクタームーやんの着ぐるみを貸し出しており、着ぐる

みの維持管理費用が主なものでございます。 

 

◆西 委員  ツイッターの発信で２９万円って書いてますが、ツイッターの発信費用で

はないということでよろしいですか。 

 

◎坂本 環境政策課長  環境講座とかイベント等の情報発信や、ツイッターでもやって

おりますけれども、着ぐるみの維持管理費用が主なものでございます。 

 



◆西 委員  これ財政課の資料ですよね、このことについて、財政さんどう思うかお示し

ください。 

 

◎坂本 財政課長  当初予算案の概要でございますけれども、本来この資料といいます

のは、当該事業の本質的な目的を記載するものと考えております。そのため、例えばここに

ムーやんの着ぐるみ管理事業と掲載するのは少し違うのかなというふうに感じております。 

 議員の御指摘の趣旨といいますのは、恐らくこの概要を見た人が、誤解を招くことがない

ようにということが御趣旨かと思っております。今後その御指摘も踏まえまして、より改善

を重ねていきたいと考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  あまり細かくその次は申し上げませんけど、まさか堺市が２９万円、ツイッ

ターの発信のためにかかると思ってると思われないようにお願いしたいと思います。 

 次の項目です。同じＩＣＴですが、水道事業会計の収益的支出、第１款水道事業費用、第

１項営業費用、第４目業務費及び資本的支出、第１款資本的支出、第１項建設改良費、第２

目固定資産購入費についてお示しください。 

 

◎大籔 事業サービス課長  自動会話システム導入に係る予算といたしまして、水道事

業会計収益的支出、第１款水道事業費用、第１項営業費用、第４目営業費にソフトウエアの

保守費用などの運用費用としまして３６３万円、資本的支出、第１款資本的支出、第１項建

設改良費、第２目固定資産購入費に、システム導入のための初期費用としまして９６２万５，

０００円、合計で１，３２５万５，０００円を計上しています。以上でございます。 

 

◆西 委員  このプロジェクターで表示している、ＡＩを活用した自動会話システムの

導入ということなんですが、この概要をお示しください。 

 

◎大籔 事業サービス課長  上下水道に関するお問い合わせは料金、工事、水質等多岐に

わたり、また同様の問い合わせの内容でも、質問の仕方、表現の方法等が異なる場合も多く、

そのような状況に即時に対応できる機能を持つ自動会話システムの導入を予定しています。

具体的には多数のよくあるお問い合わせに対応できるスペックを持ち、キーワード検索に

おいてもより意味の近い質問を見つけ出すなど、多様な表現に対し、高精度、高速に認識可

能な自然言語処理機能や同義語登録機能にも優れ、また将来に向け考えられる音声認識機

能や多言語化にも対応できる拡張性や発展性に富んだ機能を有する自動会話システムを想

定しています。以上でございます。 

 

◆西 委員  大阪市で先行して同様のシステムが導入されていると聞いていますが、予

算、どのようなものだったのか、決算、どのようなものだったのかお示しください。 



 

◎大籔 事業サービス課長  大阪市ホームページで確認しましたところ、平成３０年度

予算としまして２，９００万円が計上されており、入札結果情報によりますと、水道局お客

様サポートホームページの構築及び運用保守に関する業務委託という案件名で、平成３０

年１２月に入札を執行、予定価格は税抜きで２，４５６万３，０００円、落札金額は税抜き

で２２０万円となっています。以上でございます。 

 

◆西 委員  つまり３，０００万近い予算、２，９００万計上したものの２２０万で落札

されたということであります。ここに大阪市の入札結果を表示していますが、たまたまベン

チャーさんが２２０万で落札をしたそうでありますが、やはり３，０００万の予算を出して

いるので一番高いところでは２，８８８万で入札に入ってきたと。もしくは２，７００万で

入札に入ってきた。ベンチャーに、ベンチャーかどうかわかりません、この太洋堂さんとい

うところが落札をしなければ、少なくとも二番手事業者が９００万台の数字を出している、

大きく違うんですね。普通に見れば２２０万、こんなに安くていいのかなと思われるかもし

れませんが、チャットボット気になったので、グーグルぱっぱっぱってたたいて、３項目め

ぐらいに出てきたのが、このチャットボット費用の最新相場調査ということであります。こ

れいろいろとチャットボットについて調べているわけですが、もうまさに上下水道局さん

やりたいのは、カスタマーサポート維持の効率化という、業務の効率化ということでありま

す。 

 このような中で、各チャットボットの有名どころに見積もりを出してみましたと。そうし

たら、大体平均的な金額、中心価格帯は初期費用１０万円、月額費用５万から１０万円、ま

さに大阪市が落札された２２０万前後の価格、近い価格だなというふうに思うわけであり

ます。これグーグルのサーチエンジンで、チャットボット費用って３つ目に出てきた項目な

んですね。これ、だから結局のところ、相場と予算に大分乖離があるように思うわけであり

ますが、どのように考えているかお示しください。 

 

◎辻 サービス推進部長  当該予算につきましては、本市に業者登録があり、自動会話シ

ステムの導入実績がある複数の事業者から本市の求める業務を満たすシステムについての

見積もりを取り、その内容を参考にして計上したものでございます。今後は、発注に当たり

ましては、本市の要求する機能に基づき、事業者を広く公募し、競争性を十分に発揮できる

ように進めていきたいと考えております。以上でございます。 

 

◆西 委員  ぜひお願いしたいわけでありますが、競争性を発揮しても、この会社来なか

ったら、大阪市さんも６００万ぐらい高かったんですよね。心配になります。これで、ここ

で載っているのをあわせてお聞きをしたいんですが、水道料金とクレジットカード決済の

導入というのが、新技術を活用した行政事務の高機能・効率化ということで入っています。



これ話題にしたら、ペイペイが入っているんですかって何人もの方に言われました。つまり、

まさかクレジットカード決済の導入を堺市の皆さんが新技術を活用したと思っていると思

いたくないんですが、このように予算的な金額がこういう項目の入り方をすると、堺市のリ

テラシー大丈夫って心配になられるんじゃないかというふうに思います。そのために戦略

室をつくるんだよということあるかもしれませんが、これ私のレベルでサーチエンジンを

３つ４つたたくと、こういうような今の答えが出てくるわけであります。 

 もう１個だけお聞きをします。ＬＩＮＥの事業についてお示しをされているわけですが、

この内容について、２２４万４，０００円の内訳をお示しください。 

 

◎高寄 建設総務課長  当業務については、市民の方などがＬＩＮＥを通じて道路や公

園の不具合を投稿するアプリの開発、保守管理業務です。中身としましてはアプリの開発に

係る経費と、その保守管理に係る経費であり、保守管理に係る経費として、具体的にはこの

通報システムを運用するに当たり、投稿されたデータをＬＩＮＥ社のサーバーを経由して

業者のサーバーに保存し、利用ログやトラブル発生時のログ解析を業者がサーバーで管理

するデータを用いて行うため、サーバー環境の維持に係る経費が必要となります。また、ト

ラブル対応や月次報告、統計作業に係る人件費のほか、システムのバージョンアップ等に係

る経費が必要となります。予算額の２２４万４，０００円については、予算要求額算定の際、

業者から提供いただいた資料を勘案して算出した数字であり、おおむね７割程度が保守管

理経費に当たります。契約に際しては、予算額を下回る額を提示した業者の中で、ランニン

グコストやシステムの操作性なども考慮し選考に当たってまいります。以上です。 

 

◆西 委員  これモビルスという会社のホームページですけど、この金額をまさに言っ

ていらっしゃるわけでありますが、この金額のこのことを指しているかどうかわからない

ですが、調べたら同じ金額。これは確かにおっしゃる数字のとおりなんでありますけども、

富田林市が同様にＬＩＮＥを活用した市民からの通報を受け付けます。宝塚市も同じよう

なことをやってます。これ実は無料なんですね。この無料で実施している市がありますが、

本市が導入予定のシステムとの違いをお示しください。 

 

◎高寄 建設総務課長  無料で実施している市について確認しましたが、通常、私たちが

ＬＩＮＥで写真やコメントを送信するのと同じ操作で道路等の破損状況を通報する仕組み

です。この方法は、昨年１月から６月にかけて本市の建設局で試行実施したものと同じで、

その検証の結果、システムの開発を発注する考えに至りました。試行では、提供された情報

を本市職員が手作業でＬＩＮＥ画面から取り出し、表やフォルダーに収納し、担当課に送信

するのに多くの時間を要し、その結果、現場対応する時間が遅れることも課題として挙げら

れました。今回その課題を解消するために、受注者側でＬＩＮＥにより収受した情報をファ

イル化し、本市に送信することで、担当課の対応までの時間短縮が図れるものと考え、業者



委託の手法を選択いたしました。以上でございます。 

 

◆西 委員  つまりですね、今のお話をお聞きになっていただいてわかるかどうかわか

らないですが、要はＬＩＮＥのシステムにお金がかかっているんではなくて、多くはその情

報を抜き取って、エクセルか何かに転記をして各課に展開すると。そのための入力費、もし

くはホームページへの報告費にお金がかかる、それは妥当な金額だと思います。とすると、

さっき申し上げましたけども、新技術を活用したということではちょっとないんじゃない

かなと思わざるを得ないわけであります。こういう書き方をすると、さっき申し上げたよう

に、堺市さん、そんなに使えないのかな、パソコンのことって思われたら嫌だなと、業者さ

んいっぱい、レベル、相手のレベルを見ながらいろいろ営業来ますから、心配になるなと思

うわけでありますが、財政さん、見解をお願いします。 

 

◎坂本 財政課長  ＩＣＴ関連予算につきましては、コストと、それから仕様内容を考え

ての要求側、それから査定側、両面から工夫して行っているところでございます。例えば要

求する側でしたら、ＩＴ調達ガイドラインいうものがございまして、それに基づいて情報化

推進課と協議を進めながら要求されていると。財政課におきましても、また情報化推進課と

聞き取りを行いながら査定はしておるところです。 

 今後は、新設されますＩＣＴイノベーション推進課とも連携しながら、最少の経費で最大

の効果を求めていきたいと考えておりますが、まず予算の妥当性を求めるためには、先ほど

御指摘もありましたけれども、要求する側、それから査定する側の職員自身がリテラシーの

向上に取り組んでいくということが非常に重要であるかと思っております。以上でござい

ます。 

 

◆西 委員  ぜひよろしくお願いしたいと思います。単に高いって文句言ったわけじゃ

なくて、安くできることがわかれば、他市のようにいろんなことにせっかくの技術使えると

思います。１回やると物すごい何百万という話じゃなくて、何十万でできることをたくさん

機動的に、市長がぜひＩＣＴ活用って言ってくださっているわけですから、やっていただき

たいということをお願いをしたいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 小学校給食調理場等整備事業についてお聞きをしたいと思います。１０款教育費、２項小

学校費、４目学校建設費についてお聞きをします。 

 この１年間、文教委員会で公明党の上田議員が２回、そして維新の藤井議員も質疑、要望

されているテーマでありますが、給食調理場の空調設置に関する予算要求の内容をお示し

ください。 

 

◎大貫 学校管理部長  これまでの議会での議論も踏まえまして、本年度の夏に既設の



調理場２校をモデルとして、加熱機器がないため空調を設置することにより空間としての

冷却効果が見込まれる配膳室と食品庫に設備の設置を行い、その結果を踏まえ、令和２年度

当初予算として４校分の設置工事と、改築や大規模改修を行う際には、調理室を含む全室に

空調を整備する基本設計の予算計１，４００万の要求を行いました。以上でございます。 

 

◆西 委員  その査定についてお示しください。 

 

◎大貫 学校管理部長  今回の令和２年度当初予算については、予算編成過程において

関係部局と議論を重ねましたが、結果的に当初予算案に計上するには至りませんでした。以

上でございます。 

 

◆西 委員  結果的に予算計上されない理由、説明してください。 

 

◎大貫 学校管理部長  労働安全衛生の観点からも、給食調理場の暑さ対策については、

当時の労働省が通達した学校給食事業における安全衛生管理要綱において冷暖房設備の導

入等による温熱環境の改善に努めることとされており、基本的には空調設備等を設置する

ことにより、従事者の職場環境を改善することが求められています。教育委員会といたしま

しても、調理担当者の暑さ対策として、調理場への空調設備の必要性は認識していますが、

関係部局と協議の結果、限られた財源の中、今回は見送りとなったことでございます。以上

でございます。 

 

◆西 委員  調理担当者の従事時間や調理室の温度、暑さ指数はどのような状況かお示

しください。 

 

◎大貫 学校管理部長  調理担当者の従事時間は学校の食数等によりますが、一般的に

は野菜処理、加熱調理、給食後の洗浄作業等も含め、全ての作業に従事した場合、約８時間

となります。給食調理場における調理室の温度は全く空調設備がない調理場の学校で、今年

度の夏に測定した調理中の温度の平均は約３７度を計測し、湿度は６３％でありました。以

上でございます。 

 

◆西 委員  非常に大変な状況だということであります。命の危険まであって、財政の健

全でも何でもないだろうと思うわけでありますが、今後どのようにされていこうとしてい

るのかお示しください。 

 

◎大貫 学校管理部長  給食調理場の空調設備に関する当初予算は計上していませんが、

調理担当者の暑さ対策は急務であることは認識しており、関係部局と協議を続け、執行段階



で一部の調理場の配膳室と食品庫に空調設備の設置が行えるよう努めていきます。また、配

膳室や食品庫だけではなく、給食調理業務の中心的な作業場である調理室に、調理担当者の

作業環境改善として一定の効果が出るような空調設備が設置できないか、周辺都市の事例

も参考にしながら、調理担当者の暑さ対策や効果的な温度管理について、その手法を継続し

て研究していきます。以上でございます。 

 

◆西 委員  ぜひとも命を守る取り組み、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◎木畑 副委員長  理事者の入替えのためしばらくお待ちください。 

 

◆西 委員  続きまして、４款衛生費、５項環境共生費、１目環境共生総務費の低炭素活

動促進事業についてお聞きをしたいと思いますが、１２月議会で気候非常事態宣言に関す

る決議を議会が全会一致で可決をしましたが、これはもともと全国的には９月１４日の公

明新聞さんに記事が載ってから全国的に始まったというふうに承知をしています。この時

点では日本の中ではゼロだったということでありますが、この中から今、全国で取り組みが

進んでまして、国会議員のほうでも超党派議連が発足をするということで、ここは堺選出の

馬場議員も写っておられますが、この中で、先日の木畑議員の大綱質疑での答弁内容は、フ

ォアキャスティング、宮本議員がまさに大綱でおっしゃっていましたが、バックキャスティ

ングが大事だという中で、フォアキャスティングの考え方じゃないかというふうに受け止

めざるを得なかったわけでありますが、そもそも宣言をしないという選択肢はあり得るの

かお示しをいただけたらと思います。 

 

◎永藤 市長  環境問題に対する何らかの宣言表明はしたいと考えております。 

 

◆西 委員  ぜひですね、気候非常事態宣言、求めていますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 次の項目に移ります。 

 ４款衛生費、５項環境共生費、１目環境共生総務費、海洋プラスチック対策推進事業の令

和２年度予算案の内容について御説明ください。 

 

◎坂本 環境政策課長  海洋プラスチック対策事業としては、親子を対象とした海洋プ

ラスチックごみ問題に係る啓発イベントの実施や、市内のイベントや祭りなどへのリユー

ス食器の導入促進に係る経費として３０７万７，０００円を計上しています。また、予算措

置の伴わない取り組みとして、民間事業者との共同により、海洋プラスチックごみ問題の解

決に向けた取り組みを検討・実施することを考えています。以上です。 

 



◆西 委員  堺市周辺の海洋プラスチックごみの組成、どのように理解されているかお

示しください。 

 

◎坂本 環境政策課長  大阪商業大学が平成２６年から平成２８年にかけて淀川河口部

の大阪湾で実施したプラスチックごみの調査結果によると、最も多く確認された品目はた

ばこの吸い殻、フィルターであり、次いで飲料ペットボトル、食品ポリ袋となっています。

また、関西広域連合が実施した琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会、海ごみ発生源対策部会

の報告書では、大和川クリーン作戦における清掃活動により回収されたごみの組成は、淀川

水系におけるごみの組成と比べ、レジ袋等のビニール系のごみが多いとされています。以上

です。 

 

◆西 委員  海洋プラスチックごみというよりは、やっぱりマイクロプラスチック問題、

すごい話題になっている中でありますので、その組成について把握されていますか。 

 

◎坂本 環境政策課長  関西広域連合や大阪府において、大阪湾淀川水系におけるマイ

クロプラスチックの量については調査が行われていますが、その組成についてのデータは

ございません。 

 

◆西 委員  時間がないのでお示しあまりできませんけども、今、いろいろなところで報

道がされてたり論文が上がっていますが、農家の徐放性プラスチックですね、この肥料の粒

が非常に海洋に流れ出しているという調査データもあります。四日市湾ではそれが一番多

かったというデータもありますが、このような調査結果があることを把握をされています

か。 

 

◎坂本 環境政策課長  そのような調査結果が出ていることについては、報道等によっ

て知っておりますが、詳細までは把握していません。以上です。 

 

◆西 委員  ぜひですね、データに基づく対応をお願いしたいと思いますし、関西広域連

合とも連携をお願いしたいと思います。 

 次の項目に移ります。４款衛生費、５項環境共生費、１目環境共生総務費、ＳＤＧｓ推進

事業の内容について説明してください。 

 

◎坂本 環境政策課長  ＳＤＧｓ推進事業では、普及啓発関連経費７１万２，０００円に

加え、令和２年度の拡充内容として、パートナーシップ関連経費５００万円を計上していま

す。具体的な内容としては、普及啓発の取り組みとして、リーフレットの作成やタペストリ

ーの掲出など、パートナーシップ強化に向けた取り組みとして、ＳＤＧｓに関する様々な主



体の取り組み等を集約・発信するポータルサイトの開設や、企業等を対象としたセミナー、

交流会の開催、キャンペーンの実施などを予定しています。以上です。 

 

◆西 委員  ＳＤＧｓは単なる目標のひもづけじゃなくて、社会面、経済面、環境面をリ

ンケージしていくことが重要だと考えますが、いかがですか。 

 

◎坂本 環境政策課長  ＳＤＧｓでは、基本的な理念として、社会面、経済面、環境面の

統合的発展を掲げており、そのために１つの行動で複数の側面に利益をもたらすマルチベ

ネフィットを生み出していくことが重要とされています。以上です。 

 

◆西 委員  設立時に企画部も関わってくださったふれあいショップ絆が、まさにＳＤ

Ｇｓの観点で重要だと思いますが、事業概要とどのように捉えているかお示しください。 

 

◎塩見 政策企画担当課長  ふれあいショップ絆でございますが、ＮＰＯ法人福祉ネッ

トワーク絆が創設した事業でございます。事業創設に当たりましては、企画部も関わり、健

康福祉局、産業振興局、市民人権局、西区役所などとの庁内連携のもと、校区自治連合会や

ＵＲ都市機構などと連携を図り、事業の立ち上げを支援いたしました。 

 この事業でございますが、ＵＲ都市機構向ヶ丘第２団地の１階空き室を活用しまして、地

域の高齢者の買い物支援としてお弁当や野菜の提供を行っております。また、喫茶室での団

らんやヨガ教室なども開催いたしまして、高齢者の健康づくり、交流促進にも貢献されてお

ります。また、お弁当の調理や物販、喫茶室などには、難病患者の方々が働かれておりまし

て、就労支援Ｂ型作業所としまして、難病患者の生きがいづくりにも貢献されております。 

 本事業でございますが、高齢者の生活支援、難病患者の働く場の提供、無農薬野菜の販売

など、社会、経済、環境の３側面を統合したＳＤＧｓの理念に沿った取り組みであると考え

ております。以上ございます。 

 

◆西 委員  建設局の所管ですが、大仙公園の杉風舎もまさにＳＤＧｓのモデルと思い

ますがどうですか。 

 

◎坂本 環境政策課長  大仙公園内にある杉風舎は、本市の友好都市である東吉野村の

特産品販売や、軽飲食を提供する施設であり、東吉野村産の間伐材等を有効利用した建物で

あること、障害者と健常者がともに働く場になっていることから、社会、経済、環境の３側

面を統合したＳＤＧｓの理念に合致する施設であると考えています。以上です。 

 

◆西 委員  ぜひですね、このようなリンケージモデルをしっかりつくって、ＳＤＧｓの

根幹はバックキャスティングとリンケージですので、ぜひこの２つについてつくり出して



いく、特にリンケージモデルを発掘してつくり出していくための仕組みづくり、ぜひお願い

したいと思いますが、いかがですか。 

 

◎坂本 環境政策課長  市内の様々な企業や団体が行うＳＤＧｓ達成に向けた好事例を

発掘し、また創出していくため、多様なステークホルダーが参画するプラットフォームの構

築が必要と考えており、現在、令和２年度中の構築に向け、個別企業等への参画打診や、具

体的な制度設計、パイロットプロジェクトの内容等について協議・検討を進めています。以

上でございます。 

 

◆西 委員  ぜひ検討をお願いしたいと思います。先ほど芝田議員が触れられました北

九州市のＳＤＧｓクラブはまさにリンケージモデルの構築を頑張っているところでありま

す。ぜひリンケージモデルとバックキャスティング、これＳＤＧｓ根幹としてお願いをした

いと思います。 

 時間が非常になくなったので、残念ですが、これで終わらせていただきたいと思いますが、

ぜひですね、もう１つだけ、学校、学習指導要領にＳＤＧｓが位置づけられています、今年

４月から変わるものですね。この学習指導要領の根幹は、ＳＤＧｓ及びアクティブラーニン

グですから、この中ではやっぱり学校図書、メディアリテラシー、情報リテラシー、重要に

なってきますので、ぜひ取り組みをお願いして、私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 


