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○西委員 お疲れさまです。創志会の西でございます。時間が短いですので、順番を変更し

て PCR 検査のお話からさせていただきます。PCR 検査は今回非常にコロナウイルスの中、

非常に話題になりましたけれども、現在実施されている PCR 検査とはどのようなものか、

また堺市での検査人数と実績をお示しください。 

(青谷副委員長、池尻委員長に代わり委員長席に着く) 

○中井感染症対策課長 PCR 検査はウイルスの遺伝子の一部を増幅させて測定する検査で、 

その該当部分が検出された場合に陽性となります。 

検査の実施に当たりましては、医療機関等で検査を受ける方の鼻や喉から粘液を採取して 

おります。本市での検査人数は 6 月 10 日現在 2,072 名となっております。以上でございま

す。 

○西委員 その中で報道も含めて PCR 検査の人数が少ないとか、まだまだ足りてない、そ

んな報道もたくさんありましたが、PCR 検査は私が理解する限りでは、もちろん機械の能

力の問題、検査能力の問題、そして当然実施していただく方のキャパシティーの問題、その

2 つがあると思いますが、そんな中で、その後者のほうを解決するという手段として、唾液

による PCR 検査ということも最近話題になっておりますが、これどのようなものか、また

今後堺市でもしっかり実施をしていくべきだと思いますが、御見解をお示しをいただきた

いと思います。 

○中井感染症対策課長 唾液による検査は、厚生労働省が 6 月の 2 日に承認したもので、PC 

R 検査対象者は、発症日から 9 日以内の方に限られ、無症状の方は対象外となります。検体 

が唾液であり、御自身で唾液を採取できるため、医療従事者の感染リスクを軽減できるメリ 

ットがあります。今後、本市においても唾液による PCR 検査の実施に向けて、検体容器の 

購入等の準備を進めるとともに、衛生研究所の体制整備や医療機関への検査委託の推進を

通じて、検査可能件数の増加を図ってまいります。以上でございます。 

○西委員 ぜひ早急な検討をお願いをしたいと思います。あわせまして、抗体検査というこ

とも議論になります。抗体検査、ぜひ様々な理由で実施をしてほしいということを、市民の

皆さんにもたくさんの声があるようでありますが、この状況についてお示しください。また、 

堺で実施をできるのかどうかについてもお示しください。 

○中井感染症対策課長 抗体検査は血液中のウイルスの抗体の有無を検査するもので、過去

の感染の有無を判定するものであります。国内では様々な抗体検査キットが研究用試薬と

して市場に流通しておりますが、現時点では診断用の医薬品として承認されたものはなく、

また、専門家からその精度にもばらつきがあるとの指摘がございます。大阪府は、厚生労働

省と共同で 6 月の 3 日から 7 日にかけて府民 3,000 人を対象に抗体検査を実施しておりま

すが、これは地域の新型コロナウイルス感染症に対する抗体保有状況を把握し、得られたデ

ータを今後の施策に活用していくことが主な目的となっております。抗体検査につきまし



ては、精度の課題等を鑑みまして、抗体検査キットの承認状況や、国等の動向を注視し対応

してまいります。以上でございます。 

○西委員 専門家の皆さんがそういうふうにおっしゃられるので、まだまだ検討が必要なん

だとは思いますが、一方で、大阪府や東京都はこれを実施をしていくということですから、

精度の課題や抗体検査キットの承認状況等も鑑みた結果やろうということだと思いますの

で、この抗体検査をやることによって、傾向も含めて、様々な調査動向、堺でも何ができる

のかということを考えるきっかけにもなると思いますので、ぜひ早急に研究をしていただ

きたいなと思いまして、この項目は終わります。 

○青谷副委員長 西委員の質疑の途中でありますが、この際、午後 1 時まで休憩をいたしま

す。 

○午前 11 時 55 分休憩 

○午後 1 時再開 

○青谷副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を継続いたします。 

○西委員 お疲れさまです。引き続き質問させていただきます。 

離婚後の養育費の取組についてと、難病患者の就労支援について、2 項目連続でお聞きを 

しますが、これいずれもタッチポイントの議論でして、本会議場で何度かやらせていただい 

ていますので、皆さんも御存じだと思いますが、タッチポイント、管理職研修の中で皆さん 

いろいろと研修していただいているというふうに聞いています。それぞれの課の皆さんに

タッチポイントってどういうことですかと今質問をしたいところでありますが、これはま

たの機会にさせていただくとして、離婚後の養育費の取組についてです。養育費を取り巻く

現状認識について、今どのようにお考えかお示しください。 

○石戸子ども家庭課長 平成 28 年度全国ひとり親世帯等調査の結果によりますと、離婚し

た相手からの養育費を受け取っている母子世帯の割合は 24.3%と低い状況となっています。 

また、養育費の取り決めをしている世帯の割合は、母子世帯の母で 42.9%にとどまり、 

特に裁判所を介さない協議離婚の場合は、それ以外の離婚と比べて、取決めを行っていない 

割合は高い状態になっています。 

また、養育費の取決めをしていない理由としては、相手と関わりたくないが 31.4%と 

最も多く、次いで相手に支払う能力がないと思ったが 20.8%となっております。これら 

のことから、養育費の未払いにより、独り親家庭が生活に困窮することを防ぐことが重要で 

あると認識しております。以上です。 

○西委員 そんな中、本市の養育費の取組、どのようにされているかお示しください。 

○石戸子ども家庭課長 養育費は、親の離婚において、子どもを監護しない親から監護する

親に対して、子どもの養育・監護に必要な経費として支払うものであり、本来、離婚に当た

って当事者間でしっかり取り決めておくことが基本です。そのため本市では養育費確保支

援として、堺市母子家庭等就業・自立支援センターにおきまして、養育費確保に向けた無料

の弁護士相談を実施しており、離婚の前後に関わらず相談に応じています。 



また、平成 30 年度からは、養育費の取決めや、離婚時の子どもへの関わり方などについ 

て理解を深めていただく機会としまして、親支援講座を開催いたしております。さらに本年 

度からは、独り親家庭の子どもたちが、養育費の未払いによって生活に困窮することを防ぐ 

ため、養育費確保支援事業の実施を予定しております。以上です。 

○西委員 これは養育費確保支援事業ですが、平成 30 年 11 月に明石市がまず全国に先駆け 

て実施を表明をして、非常に関係者は驚いたということの事業だと思いますが、この養育費 

確保支援事業、堺市がどのようにやろうとしているかお示しください。 

○石戸子ども家庭課長 本事業は、養育費の取決め内容の債務名義化を促進するため、養育

費公正証書の作成に係る費用を給付します。また、養育費の未払いが発生した場合に、養育

費の受け取りについて、当事者以外の第三者となる保証会社が立替や督促を行う養育費保

証契約を保証会社と締結する際の費用を給付し、養育費を継続的かつ確実に受け取る枠組

みを整備いたします。本年 9 月からの事業実施に向けて、現在準備を進めているところで

ございます。以上です。 

○西委員 これ様々な法的課題も含めて、非常に大変な部分もあると思います。非常に頑張

っていただいているんだと思いますが、そもそもこの養育費、我々のところにも様々な声が

ありますが、相手が払ってくれない、払う約束がちゃんとできてないため払ってくれないな

ども、そういう声もありますけれども、公正証書の作成にしても、未払い分の督促にしても、 

取決めをしっかりとなされてないと効果を発揮できないと思います。このことの認識と、そ 

れに対する対応、どのようにされているかお示しください。 

○石戸子ども家庭課長 まずは、離婚する際に、親権だけではなく、養育費の分担等につい

ても取決めを行うことが大切であることをあらかじめ知っていただいていることが重要で

あると考えております。本市では、離婚時における養育費や面会交流についての取決めの必

要性などへの理解をより深めるため、ホームページへの掲載や啓発チラシを配架している

ところです。このほか各区の市民課の窓口では、離婚届の用紙を取りに来られた際に、法務

省が作成した養育費と面会交流の取決めについてのパンフレットを配布し、周知啓発に努

めております。以上です。 

○西委員 そこで、ここでタッチポイントの議論が出てくるということなんだと思います。

法務省が作成したパンフレット、これ実は聞けば明石市の案がもともと原案になっていて、

明石市で書いた取り組みの表が、その後につくられた法務省の中で様々な項目が反映をさ

れているということでありますが、この用紙を渡す際に、やっぱり一言、離婚届出されると

は思いますけど、そのタイミングでしっかりと養育費決めてくださいね、もしくは面会どれ

ぐらいしてくださいね、ルール、ちゃんとお二人の間で決められましたかということを一言

声かけをしていくことによって、後々決めてなかった、もしくはちゃんと決めてなかったと

いうトラブルを未然に防ぐこともできると思うわけでありますが、この取決めについて促

していくことが重要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○石戸子ども家庭課長 委員お示しのように、本年度実施する養育費確保支援事業の実施効



果を高めるためには、様々な有効な手段を行うことが必要と考えておりまして、関係機関と

調整したいと考えております。 

また、父と母がお互いに子どもの利益を最優先に離婚後の生活を考える機会となる親支援 

講座の開催回数を増やすなど、今後も独り親家庭に対する支援の充実に努めてまいります。

以上です。 

○西委員 ぜひ先ほど申し上げた、くどくなりますけど、タッチポイントについて皆さん研

修を受けていただいていると思いますので、このことに関するタッチポイントというのは

どこなのか、そこでどうやってやればいいかということをぜひ議論しながら、研究をしてい

ただくことをお願いをして、この項目を終わります。同じくタッチポイントについての議論

でありますが、難病患者の就労支援についてお聞きをしたいと思いますが、現在、難病患者

さんの就労支援としてどのようなことを行っているかお示しください。 

○藤川保健医療課長 本市におけます難病患者に対する就労支援につきましては、まず堺市

難病患者支援センター、以下、支援センターと答弁させていただきます、におきまして、随

時、個別相談や面談や、電話による就労相談を行っているところでございます。また、月 3

回程度、ハローワーク堺のほうから難病患者就労サポーターの方を支援センターに招きま

して、支援センターの相談員と連携しながら相談に当たっているほか、病状等により職場見

学や企業面接にお一人で対応することが難しい方につきましては、支援センターの職員が

同行するなど、難病患者の円滑な就労に向けた支援を行っているところでございます。この

ほか受入企業の理解を深めるために、大阪障害者職業センターが年 2 回実施しておられま

す職場適応援助者養成研修、これの講座に支援センターの職員が講師として参加している

ほか、大阪労働局やハローワーク堺等、就労専門機関による連携促進会議に参加し、情報を

収集し、各機関との連携に努めているところでございます。以上でございます。 

○西委員 それではお聞きをしますが、この就労相談の実績というのは、就労につながって

いるのかお示しください。 

○藤川保健医療課長 就労相談の実績でございますが、令和元年度の相談件数は延べ 168 件 

の相談がございました。そのうち就労につながった件数としましては、企業に就職された方 

は 7 件、元の職場に復帰された方は 2 件、障害福祉サービスを利用し、就労継続支援 A 型

で雇用された方、就労継続支援 B 型に通所された方はともにゼロ件でございました。以上

でございます。 

○西委員 まさにここで、またタッチポイントの議論になります。今、御答弁いただいたよ

うに、就労継続支援 A 型及び就労継続支援 B 型に通所された方は、結果として、ゼロ件だ

ったということであります。恐らくですね、ここは本当にタッチポイントなんだろうかとい

うこの A 型、特に B 型ですね、はタッチポイントなんだろうかというふうに疑念を持たざ

るを得ないわけであります。当然やるなと言っているわけではありません。やるのはやって

いただいて結構なんですが、ここだけ、ここをタッチポイントにしてていいのだろうかとい

う疑問を持ちます。特にですね、就労相談に行かれる方というのは、恐らくそれぞれ病状等



に応じた就労ということで、一般就労をされる方や、もしくはゼロ件でありますけれども、

就労継続支援 A 型をめざしながら就労相談をするというマインドの中で就労相談に行かれ

ているんではないかというふうに推測できるわけであります。 

そういった中で、一般就労には不安があるが、就労を通して社会参加を果たしたいという 

ような方々に対して、就労相談だけじゃなくて、様々な機会、これはいろいろ議論していた 

だいたらと思いますが、例えばケアマネさん経由、もしくは特定難病給付金の手続をしてい 

ただく機会、さらに療養相談会、様々な機会で、B 型の就労支援をつなげていくと、100 

か所ぐらいあるというふうにお聞きをしておりますが、この B 型の就労継続支援、B 型事

業所につなげていくということが大事なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○藤川保健医療課長 委員おっしゃるとおり、難病患者さんの病状というのは、本当に個々 

様々でございます。中には症状の変化が著しい方もおられます。また、年齢層も幅広く生活 

の状況も様々でございます。したがいまして、難病患者の方の就労支援につきましては、 

個々の患者さんの状況を見極めつつ取り組む必要があると認識しておるところでございま

す。引き続き関係部局と連携をとりながら、調査研究を深め、それぞれの難病患者さんのニ

ーズに合ったより適切な支援について取り組んでまいります。以上でございます。 

○西委員 ありがとうございます。ぜひ研究、議論していただきたいと思います。局長にタ

ッチポイントについてお聞きをしようかと思いましたが、時間がないので次の項目に移ら

せていただきます。 

高齢者の口腔機能の維持・向上についての項目に移らせていただきたいと思います。要介護

認定調査のときに、嚥下についての判断基準、どのようになっているかお示しください。 

○岡介護保険課長 認定調査項目は、国が示す基準に従っており、認定調査員テキストの中

の嚥下は、飲み込むことの能力を評価する項目とされています。3 つの評価があり、できる

は自然に飲み込める場合、できないは、口から食物などを取り入れない、経管栄養や中心静

脈栄養などが行われている場合、見守り等はできる、できないのいずれにも含まれない場合

とされています。以上です。 

○西委員 ここで疑問を持つわけでありますが、このできるというのは一体何なんだろうか

というふうに疑問を持つわけでありますけれども、この嚥下の能力というのは、その 2 つ

の選択肢、もしくは見守りを入れると 3 つの選択肢になるわけでありますが、その選択肢

だけで判断ができるんでしょうか。 

○岡介護保険課長 固形物かペースト状かなど、食物の形状によって異なる場合であっても、 

一定期間においてより頻回に見られる状況で選択した上で、食物の形状など具体的な内容

を特記事項に記載することとされています。一次判定において認定調査の項目上は、できる

となっている場合であっても、二次判定において調査票の特記事項や主治医意見書の記載

内容を基に議論し、より本人の状態に応じた判定としております。以上です。 

○西委員 特記事項でより本人の状態に応じた判定としているということが書いてありま

すから、今、御答弁をしていただきましたから、少し安心をするわけでありますが、そもそ



も疑問なんですが、固形物が飲めなくても、ペースト状の食事が頻繁で、頻回で、それを飲

み込めることができればできるとなるのは、非常に違和感があります。固形物が飲み込めな

いんであればできない、もしくは見守りなんじゃないかというふうに思うわけであります

が、でも、どんどんどんどん軟らかくペースト状にしていったら飲み込めてる、じゃあ、あ

なた飲み込めてますね、できるという認定になる、これ非常に違和感があるんですが、市と

してはどのようにお考えかお示しください。 

○岡介護保険課長 要介護認定方法については、国における前回の大幅な見直しからおよそ

10 年が経過しており、介護認定の一次判定については、より本人の状態に合った要介護度

となるよう、調査項目だけでなく、一次判定基準を含め見直しを行う必要があると考えます。 

政令指定都市の介護保険担当部局が構成員である大都市介護保険担当課長会議からの国要

望など、機会を捉えてより実態に即した認定調査が行えるよう、一次判定基準の見直しを国

に対して要望していきます。以上でございます。 

○西委員 おっしゃるとおりだと思います。10 年前の基準で今やられているということであ 

りますが、どんどん機能に合わせて、様々な状態で訓練をしていこう、もしくは機能回復に 

取り組んでいこうと思うと、きっちりと段階に合わせて食べ物を提供していただかなきゃ

いけないのに、どんどん軟らかくすればできるになってしまう、つまりその努力が一切評価

されないという、この状況に関しては、非常に不満があります。政令指定都市として要望し

ていくということでありますから、これ、この 1 年後の委員会で、春の委員会でお聞きをし

たときは、当然要望しましたという答えになることを期待をしたいと思っています。それで

変わったということを期待したいなと思っています。そのままお聞きをしていきますが、こ

の堺市における高齢者の口腔機能、維持、向上並びに改善をしていくことも大事やと思いま

すが、この維持、向上していくことの重要性についてどのように考えているかお示しくださ

い。 

○阿加井地域包括ケア推進課長 高齢者の口腔機能の一つである嚥下機能の低下は、加齢に

伴う心身機能の衰えであるフレイルや、要介護状態、死亡に関連していることが明らかにな

っています。フレイルを予防し、健康な生活を送るには、社会参加や体力づくり、毎日の食

事をバランスよくとることが必要です。そのためには、かむ力の低下やむせやすくなるなど

の口腔機能の低下を予防し、維持、向上することが重要と認識をしております。今後も高齢

化に伴う要介護等認定者の増加が見込まれることから、口腔機能を含むフレイルを元気な

うちから予防する取組が必要と考えております。以上でございます。 

○西委員 予防することも重要である、お答えをいただきました。また、かむ力の低下や、

むせやすくするなど、口腔機能の低下を予防して、維持、向上することも重要というふうに

認識をされているということであります。まさに先ほど申し上げたように、10 年前の議論

からは変わっているんだと思います。歯を維持することが大事という時代から、口腔機能を

しっかり維持をするということが大事だということで、全身ともつながってくるという議

論がまさにいろんなところで議論されているということだと思いますが、この事業の実施



状況と、事業の課題について、どのようにされているかお示しください。 

○阿加井地域包括ケア推進課長 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を初め、地域包括

ケアシステムの推進に関する施策に係る総合的な計画、よりそい安心ほっとプラン、歯科口

腔保健推進計画などに、口腔機能の維持向上を含む介護予防事業を記載し、取組を推進して

おります。具体的には、毎日の生活で工夫することの重要性や、習慣化するきっかけづくり

となる介護予防教室、歯科衛生士等の専門家や地域包括支援センター職員による健康講座、

写真やイラストで分かりやすく解説したお口の体操リーフレット、ホームページや広報で

の発信などの事業を重層的に展開しております。しかしながら、口腔機能の低下は、変化に

気がつきにくく、潜在的に機能低下が進むことが多いことが特徴となっております。そのた

め、高齢者自らの行動変容につながりにくく、口腔機能の重要性や予防に関する周知が十分

に行き届いていないことが課題と考えております。以上でございます。 

○西委員 つまり様々な課題について今お示しをいただいたわけですが、それでは、この高

齢者の口腔機能の維持、向上が大事というふうに皆さんも認識をされているということだ

と思いますが、堺市さんどうされるんですかということだと思いますが、今後どのように進

めていくのかお示しください。 

○阿加井地域包括ケア推進課長 健康寿命の延伸のために、口腔機能の変化に気がつく簡便

な口腔機能の低下のチェックや、日常生活で楽しみながらできる口腔機能の維持向上のた

めの体操、口腔ケアの方法などのセルフマネジメントの重要性や実施方法について、様々な

機会を通じて普及啓発を着実に実施してまいります。以上でございます。 

○西委員 普及啓発や体操ですね、熱心にやっていただくということで、これはぜひやって

ただきたいと思うわけですが、率直に申し上げて、まだまだこれ弱いなというふうに言わざ

るを得ないと思います。先ほど申し上げたような、介護分野の認定のところ、もちろん当然

厚労省の問題もあると思いますけども、部局間連携でしっかりやっていただいて、総合的に

機能を維持していく、さらに維持だけじゃなくて、専門の先生方に言わせれば、高齢になっ

て機能がなかった方でも、しっかりと適切な訓練をしていけば回復をする場合も多々ある

ということでありますから、全身につながってくる課題だと思いますので、しっかりプログ

ラムをもっともっと充実をしていただくように、ぜひ部局間連携でも議論していただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

次の項目に移ります。 

今議会に補正予算でたくさんのマスクを購入します、消毒液を購入しますというような項 

目が上がっています。マスクについては、報道等でも本当にこの規格大丈夫かと、うそマス 

クと言われるような実質的に機能を果たさないようなマスクがいっぱい流通をしていると

いう報道がたくさんあります。そういった中で、これから堺市が様々に事業の中でマスクを

購入していくと思いますが、この品質、どのように確保するのかお示しください。 

○藤川保健医療課長 新型コロナウイルス感染症から医療従事者等への感染を予防するた

め、マスクの品質を確保することは重要であると考えております。日本には医療マスクの性



能規格基準は存在しておりませんが、飛沫による感染を防止するため、細菌ろ過効率や微粒

子ろ過効率等の基準を目安に、サージカルマスクを購入してまいります。以上でございます。 

○西委員 しっかり基準を示していただきたいと思います。全日本マスク工業会の基準では

防じんの基準はあるものの、ウイルスの基準がないということも最近私も知って驚いたわ

けでありますが、FDA の基準なり中国の基準なりしか、抗ウイルスの基準はないそうであ

りますが、ぜひ基準を明確にして、しっかりと公費で買うからには、ちゃんとした物を購入

できる、さらにそのもので間違いないかをチェックする、お願いしたいと思いますが、あわ

せまして、消毒液についても確認をしたいと思います。 

堺市では、新型コロナウイルス感染防止対策として、厚労省からの優先供給、あっせんだ 

と思いますが、これを利用して消毒液を購入したというふうに聞いています。これ市によっ 

て実は厚労省を使わずに独自調達をした市もあるということでありますけれども、この厚

労省ルートを使って、消毒液を購入した、この内容についてお示しください。 

○佐野障害者支援課長 健康福祉局では、障害福祉部におきまして、本年 3 月に 85 リット

ルを 500 ミリリットル当たり 867 円で購入しております。また、4 月は 2 回に分けて 2, 

520 リットルを購入しております。4 月は計 5 種類のエタノールの優先供給を受けており 

まして、アルコール濃度や内容量は様々となっております。単価につきましては、購入量に 

関わらず固定されており、1 リットルに換算すると安い物で 913 円、高い物で 4,059 円とな

っております。なお、国によるエタノール優先供給スキームにおきましては、購入するメー

カーを国から割り当てられるため、アルコール濃度や内容量、価格について市が選ぶことは

できない仕組みとなっております。以上でございます。 

○櫻田子ども企画課長 子ども青少年局におきましても、厚生労働省からの優先供給の利用

をしております。その内容でございますが、本年 3 月に 205 リットルを 500 ミリリットル 

当たり 867 円で購入してございます。また、本年 4 月には 650 リットルを 1 リットル当 

たり 4,059 円で購入しております。以上でございます。 

○西委員 今の御答弁の中では、本当はすごい驚く話がいっぱいあります。500 ミリリット 

ル当たりと 1 リットル換算を混ぜておっしゃっているので微妙に分かりにくいところがあ

るんですが、1 リットルで 1,600 円の場合と 4,000 円以上の場合があるというふうな大きな

幅の中で、厚労省から調達をしている、厚労省ルートで調達をしているということでありま

す。さらに濃度もばらばら、実は 50%ぐらいの濃度の物もあったというような話も、これ

堺市に供給された物かは分かりませんが、そんな話もあるというふうに聞いています。そし

てキャンセルも不可であったと。このメーカーのやつを買いなさいと言われて、値段が高い

物か安い物、いろいろあるのに、この物を買えと言われりゃ、キャンセルも不可能であった

ということだというふうに聞いていて、非常に驚いているわけでありますが、まさにこのメ

ーカー出しの価格なのにこんなに値段がばらついたり、さらに濃度もばらつくと、不思議な

話だなというふうに思うわけでありますが、当時は、これ堺市が悪いわけじゃなくて、厚労

省がこれだけの買い方をさせてきたんだと思いますけど、当時は困難な中で、入手が困難な



面もあったと思いますので、やむを得ないのかもしれません。これまだ決算でも議論してい

きたいと思いますが、しかしですね、今現在消毒液も市場に出回りつつある中、今後もこの

方法で買わなきゃいけないのかと、こんな不可思議な方法で買わなきゃいけないのかとい

うふうに思うわけであります。どのような方法で買うのか、今後買うのかお示しをいただき

たいと思います。まとめ買いかどうかも含めて、何か厚労省のルートは 1 リットルで買っ

ても 100 リットルで買っても、リットル当たり単価は同じだったというふうに聞いていま

すが、このまとめて買って、安く買うということが大事だと思いますが、いかがでしょうか。

また、マスクについても当然先ほど御答弁をいただいたように、品質は担保をしていくとい

うことでありますが、どのように購入していくのかお示しください。 

○河内健康福祉総務課長 消毒液やマスクの購入について、補正予算案では各課で計上して

おりますが、例えば契約に当たっては、各課が契約するよりも、局において一括契約するほ

うが安価になることも見込まれます。品質の担保を前提としながら、可能な限り安価となる

よう購入方法を検討したいと考えております。以上でございます。 

○櫻田子ども企画課長 子ども青少年局の予算案につきましては、その中に計上しているマ

スクにつきましては、子ども用のマスクなどを求めています。こういった物は一括購入でき

ない物ということになるかと思いますが、一括購入に適している物につきましては、健康福

祉局同様に購入方法を検討していきたいと思っております。 

○西委員 ぜひとも安価でしっかりと安定した物を、緊急事態から少し変化をしてきてます

ので、検討していただいて、幾らたくさん国からお金が下りているとはいえ、安く購入して

いただくことをお願いをして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 


