
令和 ２年 ９月２４日健康福祉委員会（市長質問以外） 

◆西 委員  お疲れさまです。創志会の西でございます。午前中の質問に引き続き質問さ

せていただきます。 

 ひとり親家庭の支援についてお聞きをしていきたいと思います。 

 ひとり親家庭の支援に当たっては、何に重きを置いてるか、認識をお示しください。 

 

◎石戸 子ども家庭課長  ひとり親家庭は、不安定雇用や養育費確保の問題から経済的

に厳しく、子育てや困難を抱えている場合が多いことから、家庭の状況に応じた子育て・生

活支援、就業支援、経済的支援など、生活の安定と向上のための自立支援が重要であると考

えております。 

 経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭が孤立せず、支援につながる仕組みを整え

るとともに、生活、学び、仕事、住まいの支援の一層の充実に努めております。以上です。 

 

◆西 委員  今、ひとり親家庭、先日の決算委員会でも、決算審査特別委員会の分科会で

も取り上げさせていただきましたが、世帯の割合として大きくなってきているということ

で、様々社会課題で議論されること多くなっていますが、堺市では生活、学び、仕事、住ま

いの支援に努めているということですけれども、これらを踏まえて、現在主な、どんな取組

をされているかお示しください。 

 

◎石戸 子ども家庭課長  まず、支援につながる仕組みとしましては、各区の子育て支援

課に母子・父子自立支援員を配置し、離婚後の不安や子どもの養育、自立のための相談をお

受けし、情報の提供や関係機関へつなぐなど、一人一人の状況に応じた相談支援を行ってお

ります。 

 次に、生活支援としましては、児童扶養手当のほか、看護師などの養成機関修業中の生活

不安を解消するため、修業期間中に高等職業訓練促進給付金の支給などを行っております。 

 加えまして、今年度からファイナンシャルプランナーによる家計相談や、養育費確保支援

事業を実施しているところです。 

 次に、学びの支援としましては、ひとり親家庭を含む生活困窮世帯の中学生、高校生など

を対象に無料で学習できる場の提供や、高等学校卒業程度認定試験のための講座受講費用

の補助などを行っております。 

 次に、仕事の支援としましては、堺市母子家庭等就業・自立支援センターにおきまして、

正規雇用をめざす母などに対し、就業支援講習会などにより、資格取得や技能習得を促進す

るほか、社会保険労務士等による就労相談や弁護士による法律相談などを実施しておりま

す。 

 最後に、住まいの支援としまして、市営住宅の入居者の募集におきまして、福祉世帯に限



定した募集枠を設定しているほか、引っ越し費用の貸付けや生活困窮者に対する住居確保

給付金の紹介を行っております。以上です。 

 

◆西 委員  今、御紹介いただいて、幾つか頑張っていただいているということでありま

す。私は母子家庭就業・自立支援センター、たまたま行かせていただいたことがありますが、

非常に特化して、寡婦の皆さんというか、ひとり親のお母さんのところに特化をして、それ

を支援される、本当にすばらしい取組だなと思って、ただ本当に場所もちっちゃくて、相談

も大変そうでしたので、ぜひ充実をお願いしておきたいなと思いますが、このひとり親にお

ける課題の抽出ですね、研究、どのように行われているかお示しください。 

 

◎石戸 子ども家庭課長  国が５年ごとに実施している全国ひとり親世帯等調査をはじ

め、本市が実施しました子どもの生活に関する実態調査や、子ども・子育て支援に関するニ

ーズ調査の結果を参考にするとともに、各区の子育て支援課や堺市母子家庭等就業・自立支

援センターの相談窓口で直接お聞きする当事者の声を支援策に反映するように努めており

ます。以上です。 

 

◆西 委員  このひとり親世帯等調査で、いろいろ抽出をしていただくとともに、現場で

いろいろと課題を反映するように努めているということでありますけれども、このひとり

親世帯等調査ですね、何か神戸市等々でも様々な施策の、その背景になっているのを見まし

たけれども、やっぱりこのひとり親世帯調査をやると、深刻な居住貧困も明らかになるとい

うような話もあります。この今の、お示しをいただいた調査や、そして現場の声をそれぞれ

拾い上げていただいている中で見えてきた課題について、施策に反映をした具体例につい

てお示しください。 

 

◎石戸 子ども家庭課長  一例を申し上げますと、平成２８年度全国ひとり親世帯等調

査結果では、離婚した父親からの養育費の受給状況としまして、現在も受けているという方

の割合が２４．３％と低い状況であったことから、養育費公正証書作成費用や、保証契約保

証料の補助を行う養育費確保支援事業を新たに実施することといたしました。以上です。 

 

◆西 委員  この養育費支援事業は、青谷議員もよく議論されてますし、私もこの議論は

何度かさせていただいてきています。特に、この養育費確保支援事業、制度をつくるのも大

事ですけれども、残念ながら離婚届を出されるときの窓口で、ぜひ、ちゃんとやりましたか

と、一声背中を押してあげる、これも何回か議会で議論させていただいてますが、ぜひよろ

しくお願いしたいと思っています。 

 このひとり親家庭における課題の抽出、なかなかデータだけで、定量的なデータを分析を

していても出てこない面が非常にあると思います。担当課の皆さんともお聞きをしてると、



ここの調査で表れてこない話というのが山ほど表れてきます。この間の建設委員会所管分

の決算審査のところでも、居住貧困とか、住居確保について議論をさせていただきましたが、

これからひとり親の課題について、子育て世帯とはまた別の部分もあるひとり親世帯の住

居の課題について研究をしていくという答弁でありましたが、実は現場の皆さん、いっぱい

知ってると思うんですよね。だから、これ別に住居だけじゃなくて、様々な所管課に対して、

ぜひ課長からでも、所管課でも、庁内セミナーを開いていただいて、この課題について、現

場から現場の声を調査、数字だけでは表れないもの、定性的なものを共有していただく、お

願いをしたいと思います。 

 それで、その住居確保について、ニーズが様々にあると思いますが、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  相談窓口でお聞きした事例で、離婚直後の住まいについての

困り事としまして、当事者としては、住むところが決まってからでないと、落ち着いて就職

先を探しにくいという相談がございました。この場合は、市営住宅や府営住宅の募集枠等の

紹介を行っております。以上です。 

 

◆西 委員  正直申し上げて、それだけですかっていうところなんですね。市営住宅や府

営住宅の募集等を紹介していると、さらに、ひとり親向けの住宅の紹介のサイトも見ました

けれども、非常にエリアは偏っていますし、区ごとに、たしかない区、もしくはほとんどな

い区もあったかと思います。非常に偏った確保になってますし、非常に弱いんじゃないかと

言わざるを得ません。住まいがやっぱりなければ、就職活動もままならないと。支援を求め

て同居をするとか、今お話もありましたけれども、そういう支援を求めて同居をしなきゃい

けなくなるとか、親と近居しなきゃいけなくなる、そうすると、やっぱり場所が制限がかか

って、経済的貧困への直結も出てくることもあると思います。助けてくれる人がいない場合

は、一層貧困になる、こんなこともあると思いますが、課題認識、どのようにお考えか、そ

して今後の方向性、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  小学生などを養育している場合は、離婚により子どもが転校

しなくて済むことが望ましいというケースがございます。市営住宅などの募集時期や立地

において、条件が折り合わないことも少なくないと認識しております。 

 実家で暮らすことなどが可能であれば、まず就職先を探すことを勧めるなど、就労支援を

行う場合もございます。 

 今後につきましては、ひとり親世帯への住居確保支援の必要性について、関係課と調整し、

認識を共有するとともに、施策の充実に向けた連携を強化してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、親支援講座などを通しまして、父と母が互いに子どもの利益を最優先に、住まいを



含めた離婚後の生活を考える重要性についての啓発に取り組んでまいります。以上です。 

 

◆西 委員  ぜひ、住居支援策、非常に重要な課題になっていると思いますので、どのよ

うなやり方がいいか、現場で、もうここで時間がないので申し上げませんが、担当課にお聞

きをしていたら、本当にいろんなことがあるようであります。この課題に対応する住居支援

策、確保策、ぜひ強化をしていただくことを求めまして、次の項目に移らせていただきたい

と思います。 

 医療費請求とＩＣＴ化についてであります。先ほど、田渕議員からも、様々なデジタル化

の御意見・御指摘がありました。この医療の分野で様々に、まだまだデジタル化をしなきゃ

いけない部分というのは多々あると思うんですが、医療費においても、聞いていると、びっ

くりするような状態も多々あるわけでありますが、医療費の請求方法についてお示しくだ

さい。 

 

◎宮井 生活援護管理課長  まず、生活保護についてお答えいたします。 

 生活保護については、診療報酬は、医療機関等が社会保険診療報酬支払基金へ原則電子に

より請求し、審査を経て支払いが行われています。療養費については、施術報酬請求書を堺

市へ提出し、審査を経て施術者に支払いを行っています。 

 

◎定光 国民健康保険課長  国民健康保険におきましては、診療報酬は、医療機関等が国

民健康保険団体連合会へ原則電子により請求し、審査を経て支払いが行われています。療養

費については、多くが受領委任払いにより、療養費支給申請書を国民健康保険団体連合会へ

提出し、審査を経て施術管理者に支払いが行われております。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、大阪府後期高齢者医療広

域連合に確認しましたところ、診療報酬は、医療機関等が国民健康保険団体連合会へ原則電

子により請求し、審査を経て支払いが行われております。療養費につきましては、多くが受

領委任払いにより、療養費支給申請書を国民健康保険団体連合会へ提出し、審査を経て施術

管理者に支払いが行われていると聞いております。以上でございます。 

 

◆西 委員  今お聞きになってる方では、もうひとつ分からない、耳で聞いてるだけでは

分からない部分もあると思うんですが、それぞれ原則電子により請求しという言葉が出て

きます。となるとＩＣＴ化は進んでるのかなと思うわけでありますが、この請求の仕組みに

おけるまさに電子の請求、原則電子の請求ということだと思いますが、ＩＣＴ化の状況、ど

のようになっているかお示しください。 

 

◎宮井 生活援護管理課長  生活保護制度における医療機関等からの診療報酬の請求に



つきましては、原則電子により請求が行われており、審査後、診療機関等へ返戻する場合に

ついては、社会保険診療報酬支払基金に確認しましたところ、電子または書面での手続とな

っているとのことでございます。なお、療養費の請求につきましては、書面による手続とな

っております。以上でございます。 

 

◎定光 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ついてお答えしま

す。 

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度におきましては、医療機関等から診療報酬の請求

は原則電子により請求が行われているところでございます。審査後、医療機関等に返戻する

場合について、大阪府国民健康保険団体連合会に確認したところ、厚生労働省からの通知に

より、電子または書面での手続となっているとのことです。医療機関等によりましては、返

戻後の再請求手続は電子では対応困難なところもあるため、書面での手続も可能となって

いるということです。 

 なお、大阪府国民健康団体連合会の審査後、保険者での資格確認や内容確認により、医療

機関等に返戻する場合は書面での手続となっています。また、受領委任払いによる療養費の

申請につきましては、書面での手続となっております。以上でございます。 

 

◆西 委員  これで本当に原則電子って言えるんですかね。まさに、確かに電子の部分が

あって、でも今の御答弁では、行く場合、提出する場合は確かに電子のことが多い、でも返

ってくる場合は、今のお話、細かくは時間が限りがありますから、もう追いかけませんが、

たくさん書面による部分というのがあります。もしくは書面と電子両方で返してる、そんな

場合もあるようであります。担当課の皆さんが、もうこの数か月、いろいろとそれぞれの社

会保険診療報酬支払基金や、そして大阪府国民健康保険団体連合会でいろいろと確認をし

ていただいて分かったことがあるということを御報告を受けてますし、その皆さんの、本当

にいろいろとしんどいやり取りも含めて、いろいろ努力をしていただいたことには感謝を

したいわけでありますが、この書面による手続、郵送でいろんなものが返っている、ここ、

本当にもう想像するだけで、簡単に想像できる部分だけでも無駄が多いなというふうに思

うわけであります。時間もかかります。郵便で、まず出力をして、データから、端末から出

力をして、封入をして、郵送して、相手に送って、それを数字をまた書面で戻ってきて、そ

れを確認する人がいて、どんだけここにお金がかかるねんというふうに、もしくは時間がか

かるねんというふうに思います。 

 非常に、このデジタルディバイドの話を言われますが、少なくともこの部分において、こ

れをできるようにする、非常に大事なことだと思います。担当の皆さんは、いろいろ議論し

ていただいているというふうにお聞きをしていますので、サボってると申し上げたいわけ

では決してありませんが、これ、相手方にもっとちゃんとやってもらいたいと。この議論は

何回かやってますので、もう重複は避けますが、チェック費用とか、検査費用だけでも莫大



なお金がかかってますよね、億単位のお金が。これ時間もかかる、結果的には医療者さんに

診療報酬が返ってくることにも時間がかかってしまう。こういうことも起きています。こん

だけＩＣＴ化を言われているのに、何で進まないんだろう。やっぱり、得意先である皆さん

といいますか、我々堺市がもっと安くできる方法あるんじゃないか、考えてよって、もっと

もっと強く言っていかないといけないんじゃないかと思いますが、この医療費請求に係る

ＩＣＴ化の、今後れてる、正直申し上げて後れてる、世の中からしたら考えられない、こう

いう状況について、もっと進めていくべきだと思いますが、認識についてお示しください。 

 

◎定光 国民健康保険課長  ＩＣＴ化に関する認識ということなんですが、国民健康保

険、後期高齢者医療、生活保護制度、こちらにつきましては、法に基づく全国統一の制度で

はございまして、療養費の請求の電子化や診療報酬の電子請求システムの改善、療養費申請

等は国による整備が必要となっております。 

 医療費の請求に係るＩＣＴ化については、業務の効率化の観点から進めていくことが重

要であると認識はしております。 

 大阪府国民健康保険団体連合会でも、一層のＩＣＴ化の必要性を認識しているとのこと

です。政令市会議において、療養費の申請の電子化について国へ要望を行うなど、医療費の

請求におけるＩＣＴ化について要望しておりまして、国の動向を注視してまいりたいと考

えています。以上でございます。 

 

◆西 委員  いろいろと注視をしていただいているということでありますけれども、先

ほど申し上げたように、我々市民のお金からチェック費用も出ています。そして、ここに時

間がかかることによって、ただでさえ、今コロナという議論もありますが、コロナで大変な

医療者さんにも、療養費や診療費、払われるのが時間がかかる、こういう状況になってると

思います。これは早急に、注視をするだけじゃなくて、やっぱり払ってる側としてしっかり

申入れをする、よろしくお願いしたいと思います。引き続き、このことについては議論して

いきたいと思います。 

 そして戻ります。多子世帯の無償化について、市長からいろいろと御答弁をいただきまし

た。先ほど、市長がここにいらっしゃったときに、財政課の答弁では、未実施だからという

ことがありました。そして、どうやったらこれを、予算をつけるのかというふうに木畑議員

が質問したときに、財政状況が好転を大分したとき、もしくは基金の回復をしたときなど、

何か聞いてると、非常に後回しにされてるように感じたんですというふうにさっき申し上

げたところ、市長、目の前で首をぶんぶん振っておられました。フラットに考えてほしいと

いう議論をしていました。そんな後回しにするつもりはないというふうに、市長は首を振り

ながら否定をしていただいたということだと思います。子育て支援、本当に大事なことで、

ただ、今すぐ、９月１日、取りあえずこのタイミングでは来年やれるかどうか分かりません、

それは言っとかなきゃいけなかったのかもしれません。９月１日というのが既に、人生計画



を変更した、もしくはつくった皆さんにとっては、もう既に、大分遅いタイミングだったと

思いますけれども、それでも９月１日に言っておかざるを得なかったということだと思い

ますが、局長、ぜひお聞きをしたいんですけれども、予算ですから、２月に提案をしていた

だいて、そして議決を通らないことには、ほかの事業もやりますなんて、普通言えないはず

なんですよね。これだけじゃなくて、やる予定ですなんて言えないのはよく理解をしていま

す。だからこそ、ほかの事務事業と一緒に、やっぱりこの無償化ですね、予算要求はフラッ

トに、これだけ後回しなんてことは当然されずに、さっき市長、ぶんぶん首振ってましたか

ら、同じレベルの基準で予算要求をしていくべきだと思います。特に、市のあまたある事務

事業の中で、人生計画を大きく、子どもが何人いてる、就職をする、人生計画が大きくラジ

カルに変わってしまう可能性がある事業なんていうのはほとんどないと言っても過言では

ないぐらい大きな影響があると。フラットに予算要求をしていくべきだと思いますが、局長

のお考えをお示しください。 

 

◎岡崎 子ども青少年局長  今、くしくも委員おっしゃいましたように、この案件につき

ましては、ずっと、平成３０年から公表もしてきましたし、議会の中でも何回も議論してい

ただいたということにつきましては、今おっしゃったように、予算というのは、本当は来年

度予算はこれからの予算やったんですけども、それはもうずっとお示し、予定としてお示し

してたということは、非常にやっぱり市民の皆さんに期待をかけていただいていたし、予定

されていたということも、僕ら十分に認識してございます。 

 その中で、今ちょっと市長のほうから、午前中でございますけども、何か延期されてる方

にちょっと報いるようなという形での御発言がございました。これにつきましては、これか

らどういった形でやっていくかということは検討しなければいけないと思いますし、どう

していくかということは、まだ今ちょっと申し上げることはできませんけども、そういった、

事業を延期してるという認識はしてございますので、何らかの形で、どういった形になるか

分かりませんし、可否についても、ちょっと市長の、可否についてというか、どうやってい

くか、それをどうするか、やるかやらないかということも含めてになってくるとは思います

けども、検討していく、後ろじゃなくて、当然、その思いでやっていかせていただきたいと

は考えてございます。以上でございます。 

 

◆西 委員  ありがとうございます。急に聞いてますもんで、ごめんなさいなんですが、

少なくともお聞きをしたいのは、この事業は財政状況が好転した場合という、ほかの事業に

はつかない留保条件がついているように聞こえました。それはないですよねということを

確認をしたいわけです。対等に、ほかの事務事業と一緒に、来年やれるかどうか、議論をす

る、このままでいったら、この無償化だけ後回しのように聞こえてますよ。そこのところを

御答弁をお願いしたいと思います。 

 



◎岡崎 子ども青少年局長  ちょっと、今の段階でどうこうというのはなかなか申し上

げにくいんですけども、市長の、午前中答弁されていたことについて、どうしていくかとい

うことは、これから進めなきゃいけない。そのことについては、全然後回しじゃなくて、た

だ、当然厳しい予算状況というのは踏まえなあきませんけども、どうしていくかということ

は、フラットに考えていかなければならないと考えてございます。以上です。 

 

◆西 委員  厳しい財政状況の中、申し上げてるのはよく承知をしています。この事業だ

けがやめることありきになるということが非常に残念だということを申し上げているので、

そこが、そうではなくて、ほかの事務事業と一緒に厳しい財政状況を考慮しながら予算要求

をしていく、対等である、そういうふうに答えていただきたいんですけど、無理ですか。 

 

◎岡崎 子ども青少年局長  すみません、中身自体がまだどうするか、中身によって、そ

らいろいろ考え方もございますし、今、申し上げにくいところは、予算状況の中で、言うた

ら費用によってはどうなるかということもございますし、中身が全然ない中でというのは、

申し訳ない、これからということの中で、一概に、今度上げますとか、やっていきますとい

うことは、ちょっとすみません、責任を持ってお答えすることができないので、申し訳ない

ですけども、御理解いただきたいと思います。 

 

◆西 委員  それ以上お聞きをするのも、非常に申し訳ないので、ここら辺で置いておき

たいと思いますが、ぜひお酌み取りをいただきたいのは、本当に、何度も何度も申し上げて

恐縮ですが、人生が変わる、変わり得るということなんです。市がやってることで、予定し

てる人生を既に変えてしまった人がいます。そのことをしっかり酌んでいただきたい。それ

が必ずしも同じ事業を復活をさせる、復活というのも違う言い方だと思いますが、同じ事業

を来年実施するということじゃないかもしれません。しかしながら、このことによって非常

に大きな影響を受けてしまう人たちがいますから、やらないんであれば、やってほしいと私

は思ってますよ、ただ、やらないんであれば、それに対しての激変をどのように緩和をする

か、未来永劫お金がかかるからというふうに、いろんなところで答弁が出てますが、これも

先ほど申し上げましたが違うと思います。数年間にわたっては、もう既に予定をしている人

生がある人たちがたくさんいます。ただ、５年後、１０年後やることと、来年、再来年やる

こととは、ちょっとそういう意味では人生に与えるインパクト、人生計画をつくってしまう

ことに対するインパクトはちょっと違うと思います。だから、未来永劫お金がかかるから、

未来永劫財政インパクトが大きいからという理由でやめるというのは、いかがなものかと

思います。そういった意味で、そこら辺も酌んでいただいて、しっかり激変緩和も議論をし

ていただきたいと思いますので、もう本当に何度も質問して恐縮だったんですけれども、ぜ

ひ御検討をよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。 


