
令和 4 年 3 月 17 日 健康福祉委員会 

 

○西委員 お疲れさまです。創志会の西でございます。よろしくお願いします。 

それでは通告に基づきまして、ちょっと時間がないので急いで進めさせていただきたいと

思いますが、子育て世帯と言われる３０代、４０代の人口の社会増減について堺市の現状を

お示しください。 

 

○橋本子ども企画課長 隔年１月１日現在の住民基本台帳を基に作成されております人口

統計データによりますと、平成３０年から令和３年までの推移は３０代、４０代いずれも隔

年で社会減となっております。特に令和２年・３年は外国人の転出が大幅に増加しており、

新型コロナウイルス感染症による影響が大きいものと考えられます。以上です。 

 

○西委員 大幅に増加している外国人の転出ってそんなに大きいんですか。インパクトはど

れぐらいですか。 

 

○橋本子ども企画課長 外国人の社会減の状況なんですけども、令和元年度につきましては、

３０代、４０代は社会増の状況でした。例えば３０代、３４歳代でいいますと、令和元年度

中、外国人の社会増はプラス１８０という状況でしたけども、令和２年度ではマイナス６０、

３年中にはマイナス１５９という形で倍以上の流出になっているというような状況です。 

 

○西委員 また後で言いますけど、この種の議論は全体に対してどれぐらい増えてるかとい

うことじゃないといけないんで、絶対数言われても意味がないと思うんですね。インパクト

どれぐらいですか。 

 

○橋本子ども企画課長 インパクトということですけども、大きくは全体の日本人、外国人

を合わせました令和３年度の社会減の状況が平成３０年、３０代、４０代なんですけども、

こちらで４００人程度でした。日本人、外国人合わせてマイナス４００人の減であったんで

すけども、先ほど申し上げました外国人の３０代、４０代の減の状況がマイナス１１３人と

いうことになっておりまして、それまで日本人の数というのは大体減の状況というのは３

０代、４０代、横ばい状況だったんですけども、外国人の減の状況が大きく増えております

ので、先ほど言ったような人数に変わっている状況です。 

 

○西委員 全体に対して大幅にというと、かなり大きな影響を与えるというんですが、今の

お話だと２割か３割ぐらいなんですよね。それを大幅にと言うかというのは議論があると

思います。市外へ転出するのは、どのような理由があると考えてますか。 



 

○橋本子ども企画課長 令和元年度に堺市が実施いたしました市民意識調査によりますと、

堺市外への転出を希望する理由といたしまして、中学生以下の子どもがいる人では生活の

利便性が低い、治安がよくない、現住居がよくない、住宅事情がよくない、通勤に不便、教

育環境がよくない、子育て環境がよくないなどが上位となっております。 

 

○西委員 いろいろとそもそもある理由と、それから途中から増えた理由があると思います

が、転出超過の状態が続いているのはいろいろ理由があると思いますけれども、ネットで見

てると、やはり堺市は子育てをすごい応援してくれると思って来たけれども、最近ちょっと

子育て世代冷たいよねと、もう一回大阪市内へ引っ越そうかなみたいなことを書いてある

のも見ましたけれども、この子育て施策後退してることが原因じゃないかという意見も聞

きますが、認識をお示しください。 

 

○橋本子ども企画課長 先ほど申し上げました市民意識調査の結果にもありますとおり、市

民が転出・転入先を選択する判断材料といたしましては、生活環境をはじめ、地価・家賃水

準、交通利便性、勤務地、家族との関係、教育や子育て環境など様々な要因があると思われ

ます。それらについて総合的に判断する方、また何か特定の分野に特化して選択判断される

方、それは様々であるというふうに認識しております。以上です。 

 

○西委員 ということは、転出超過の状態になっている原因に本市の子育て施策はあまり関

係ないということですか。 

 

○橋本子ども企画課長 先ほども答弁いたしましたとおり、転出・転入先を決める要素は

様々であるというふうには認識をしておりますけども、本市の子育て施策の状況が子育て

世帯の方にとっては判断材料の中の１つになるというふうには認識しております。以上で

す。 

 

○西委員 以前、堺市の皆さんは、日経の子育てしながら共働きしながら子育てしやすいま

ちランキングのことをよくおっしゃってて、このことによって流入が多いんだということ

を以前ずっと聞いてたと思うんですが、この状況お示しください。 

 

○橋本子ども企画課長 委員お示しの子育てしやすいまちランキングですけども、これは日

本経済新聞社が認定こども園の入りやすさであるとか待機児童数、病児保育などの独自の

視点で調査する自治体の子育て支援制度に関する調査結果を基にランキングをしているも

ので、２０１５年から毎年公表されているものです。本市のランキングは２０１５年、２０

１６年は西日本２位、関西１位、２０１７年は西日本３位、関西２位、２０１８年、２０１



９年は西日本、関西ともに１位、２０２０年は西日本３位、関西１位、２０２１年は西日本

２位、関西１位というふうに推移しております。以上です。 

 

○西委員 ちょっとずつ下がってきてるんですね。ただこれが本当に子育て世帯にとってい

いことを指標として位置づけられてるのかどうかというのは分からないですけれども、ど

のような子育て施策を行うことで本市に子育て世代を誘導できると皆さんお考えですか。 

 

○橋本子ども企画課長 身近な地域での子育てへの相談支援の取組の充実をはじめ、待機児

童の解消を含むこども園等への利用しやすさや、子育てに係る経済的負担軽減など子育て

施策を行うことで、市外の子育て世帯からも堺市に関心を持ってもらえ、転入につながる可

能性が広がるのではないかというふうに考えております。 

 

○西委員 子育て施策頑張れば、やっぱり流入につながってくると皆さんもお考えなんです

よね。ただそれが考える、調査してるんですか。 

 

○橋本子ども企画課長 何によって誘導できるかというと、具体的な先ほどのものもこうじ

ゃないかという仮定というところで、これが調査してこういうことをやればこれにつなが

るというようなものは持っておりません。以上です。 

 

○西委員 調査が今ないということですから、今年広報のところでもいろいろ頑張って調査

をされるわけですし、ぜひ子育て世帯の人たちにどのような子育て施策をすることで堺市

に住みたいと思ってもらえるのかという認識のところを調査・分析していただきたいと思

うんですが、いかがでしょうか。 

 

○橋本子ども企画課長 社会増減には様々な要因が関係するものとは認識しておりますが、

その１つの要因となります子育て施策につきまして、子育て世帯を取り巻く環境や意識、ニ

ーズなどデータを収集し、子育て世帯の定住促進につながる戦略的な施策立案や事業推進

に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

 

○西委員 ぜひしっかりと何が響くのかというしっかり調査をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。次の項目に移ります。日高についてですが、昨年の

議会で日高少年自然の家の廃止について議論する中で近隣の類似施設の空き状況を示され

たんですが、これで十分足りている、まだまだ空きがあるというふうにお答えされたように

記憶してますけれども、改めてその状況を示してください。 

 

○清水子ども育成課長 日髙少年自然の家の廃止に当たりまして、近隣の類似施設に対して



夏休みシーズンにおける施設の空き状況を確認した結果として、１割から２割の空きがあ

ったことをさきの議会で答弁させていただきました。今回５０人程度の団体利用を前提と

しまして、関西圏にございます海や湖での活動が可能な類似施設８か所へ空き状況を改め

て確認しましたが、繁忙期であります夏休みシーズンにつきましては、現時点で２割程度の

日に空きがあり、日程にこだわりがなければ利用可能とのことです。あわせて、年間を通じ

ました土曜日、日曜日また祝日の空き状況についても確認した結果、現時点で２割から３割

程度の日に空きがございます。また、施設へのヒアリングでは、現在は新型コロナウイルス

感染症の感染防止の観点から、受入れ人数の制限などもありますが、感染症の終息後は空き

状況にゆとりが出てくるとお答えいただいた施設もございます。以上でございます。 

 

○西委員 日程にこだわりがなければ利用可能と言われたということですね。１から２割と

いうのは、あのときもちょっと申し上げましたが、青少年団体の指導者をやった経験があれ

ば、それは実際空きがないということと同じだということは当然理解できるんです。どうや

ってもここに入らない日程、例えば学校行事が近いとかいろんなことがあって、どの団体も

望まない日程というのも入ってきますから、そのことを考えるとなかなか非常に難しいと

いう状況だと思いますが、この状況を見て、近隣の類似施設で市内青少年団体の十分な活動

をカバーできると本当に考えてますか。 

 

○清水子ども育成課長 類似施設の空き状況や施設へのヒアリングでは、市内の青少年団体

が類似施設を利用できる余地はあると考えています。しかしながら、希望する時期に必ず利

用できるような十分な余裕はなく、活動日程や活動内容などの調整、また海から山、臨海活

動から林間活動への変更など、団体の皆様には御苦労をおかけすることもあると認識して

おります。今後も近隣の類似施設の利用状況や新型コロナウイルス感染症の終息後の動向

などに注視しまして、青少年の野外活動を含めた健全育成に資する取組について研究して

いきます。以上でございます。 

 

○西委員 ぜひ足りてないというちゃんと認識に立っていただきたいと思うんですね。御苦

労をおかけしている程度ではないですよ。青少年団体の皆さんが、本当に堺市民の皆さんが

利用しようと思ったときに利用かなりしにくい状況になっていくということを皆さん選択

されたわけですから、健全育成になかなか阻害要因が出てくるということだと思いますの

で、それをしっかりちゃんと利用しやすいように、いろんなやり方があると思いますから、

研究していただきたいと思います。次の項目に移りますが、難病患者さんについて、難病患

者の皆さんが本当に就労が大変であるということもずっと議論してきまして、皆さん非常

にいろいろと御尽力をしていただいているという部分はありますけれども、難病患者さん

は、もしくは障害者さんもそうだと思いますが、その療養生活において孤独に陥りがちだと

思います。難病患者の方々の孤独への考え方、就労支援に係る取組についてお示しください。 



 

○藤川保健医療課長 難病患者の皆様方の中には、やはり社会から距離が生じるということ

で孤独感を覚えられる方もおられるのではないかというふうに考えております。 

このような難病患者の方の孤独への対策というのは非常に重要でございまして、その一環 

として患者さんへの就労支援を行うことは大切であると考えております。以上でございま

す。失礼しました。それから難病患者さんの就労支援についてでございます。 

難病患者の就労支援におきましては、患者が求める情報を円滑に提供するとともに、病状 

と仕事内容の不一致といった難病患者の有する不安の要因に対して適切に支援を行うこと、 

そして市民や就労を受け入れる事業所が難病への理解を深めることによりまして、患者が

無 

理なく働くことができるよう環境を整えていく、これが重要であると考えております。 

本市におきましては、難病患者の就労支援につきましては、従来から堺市難病患者支援セ 

ンター、以下支援センターと呼ばせていただきますが、におきまして、ハローワーク堺の難 

病患者就職サポーターと連携しつつ、個別に情報提供や相談等の支援を行っているところ

で 

ございます。 

本年度はこれに加えまして、難病患者の就労を受け入れる事業所に対して理解を深めると 

いうことを重点に置きまして、三井住友海上火災保険株式会社との包括連携協定、これを活 
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用いたしまして、事業所向けの啓発動画・チラシを作成し、本市のホームページ上で配信を 

行っております。さらには難病患者を受け入れる事業所における課題や雇用ニーズを把握

す 

るため、現在事業所の人事担当者向けのアンケートを実施しているところでございます。 

今後これらの取組の効果を検証し、分析を行い、難病患者に対するより効果的な就労支援 

を行います。以上でございます。 

○西委員 いろいろと議論を経て頑張っていただいてるんだなということは改めて感謝を

した 

いというふうに思うわけであります。 

特に難病は、私も含めて皆さんも含めて明日に突然なる可能性もある。そうなったときに 

全く違う状況になるということが、ひきこもりにつながったり孤独につながったりという

こ 

ともありますし、ぜひ真剣に考えていただきたいなというふうに思うわけでありますが、難 

病患者をはじめとする方々の孤独について、今画面に映してますが、これＯｒｉＨｉｍｅと 

いうらしいんですけど、分身ロボットですね。これ中にＡＩが入ってるわけじゃなくて、遠 

くからリモートでロボットの中に出演をしていただくというか、そういうイメージですけ

れ 



ども、ＯｒｉＨｉｍｅにこだわってはないですけれども、こういう分身ロボットを使って孤 

独について解消を図る試みがあるというふうに今全国で民間事業者、自治体取り組まれて

ま 

すが、これ一体どういうものか、御説明ください。 

○藤川保健医療課長 ＯｒｉＨｉｍｅについてでございます。 

先ほど委員のほうからも御紹介いただきましたように、このＯｒｉＨｉｍｅはカメラとか 

マイクとかスピーカーが内蔵されておりまして、こういうロボットでございます。肢体の不 

自由な障害者の方あるいは難病患者の方がこれを遠隔で操作することによりまして、御自

身 

の分身として、例えば他者との会話や接客など様々な社会的活動が可能になるというもの

で 

ございます。 

この分身ロボットＯｒｉＨｉｍｅ、これを遠隔操作することによりまして、難病患者等が 

御自宅や病院にいながら他者と触れ合えて社会へ参加することができるために、難病患者

等 

の孤独感の緩和、ひいては就労支援に資する可能性があるとされております。以上でござい 

ます。 

○西委員 このＯｒｉＨｉｍｅ、いろんな活用のされ方をされているところですけれども、

特 

に肢体不自由の方ですね、歩いてなかなか行くのが大変な方、かような方という方も含めて 

活用されてることが多いというふうにお聞きをしましたが、肢体不自由の方の就労率は知

的 

障害者の方の就労率と比べて低いというふうに聞いて驚いたわけですが、堺市の実態はど

う 

でしょうか。また、その阻害要因は何と考えておられますでしょうか。 

○小須田障害施策推進課長 就労率の関係でございます。 

堺市の数字としては、ちょっと持ち合わせておらないんですけども、トレンドとしまして 

は全国と同様と認識してございます。 
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厚生労働省の公表数値によりますと、知的障害者の就労率は約１２．６％、これに対しま 

して身体障害者が８．２３％となってございますので、委員御指摘のとおりかと思います。 

あと阻害要因といたしましては、受入れ側、主に企業さんになりますけども、こちらの受 

入れ環境が十分整ってないというところが主な要因と考えております。以上です。 

○西委員 まさに環境が整ってないことが肢体不自由の方の就労支援の阻害要因になって

いる 

ということですけれども、まさにこれがこの分身ロボットがそこに活躍する余地があって、 



今でこそテレワークと言われますけれども、こういうロボットで活躍する余地が出てくる

わ 

けだと思いますが、これ神戸市の市役所の資料ですが、このように自治体でも使われている 

事例が幾つも出てきてますが、どのように把握しているか、お示しください。 

○藤川保健医療課長 委員のほうから神戸市の事例をお示しいただいておりますが、そのほ

か 

に二、三御紹介させていただきますと、まず神奈川県におきましては、この分身ロボットＯ 

ｒｉＨｉｍｅ、これを開発した企業と連携協定を締結されまして、令和２年の９月末から３ 

か月間、県庁や平塚市役所の中の福祉ショップ、これに分身ロボットＯｒｉＨｉｍｅを設置 

しまして、これを外出困難な難病患者等が自宅から遠隔で操作しまして接客等業務を行っ

た 

ということをお聞きしております。 

また同様に群馬県におかれましては、難病や障害者の方で外出が困難な方がこの分身ロボ 

ットＯｒｉＨｉｍｅを遠隔操作されまして、県庁の３２階、こちらにカフェがあるそうでご 

ざいます。カフェのスタッフとして本年の３月２５日まで毎週金曜日１時間ずつ、商品の説 

明やレジでの注文受付などを行っているということでございます。 

また、福島県の会津若松市の事例でございますが、昨年３月に民間企業と連携されまして、 

健康イベントを実施された際に、当該民間企業の障害のある社員が東京にいながら、この分 

身ロボットＯｒｉＨｉｍｅを操作して、イベント参加者の出迎えや体調の確認、検温、それ 

から手指消毒などを促しまして、入り口への誘導を行ったと聞いておるところでございま

す。 

以上でございます。 

○西委員 いろいろと今自治体で取組が進んでいるというところであります。 

重度障害者の方は、やっぱり２４時間介助を受けられる重度訪問介護の制度を使えるとい 

うことでありますけれども、仕事をするときには使えない。このためにさいたま市は重度障 

害者が自宅でリモートワークをする際の介助費用を負担をする仕組みをつくって、その後、 

厚生労働省が通勤・就労時の身体的な介護を追加することを決めたと聞いていますが、この 

制度の内容と堺市はじゃあどういう状況なのか、お示しください。 

○米村障害福祉部長 従来から御利用いただいております重度訪問介護は障害福祉サービ

スの 

１つであり、重度の肢体不自由などにより常時介護を必要とする方の日常生活を支援する

た 

めに自宅での介護や家事、外出時の移動支援などを行うものでございます。 

厚生労働省においては、これとは別に重度障害者に対する就労支援を目的として、重度障 
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害者が自営業者や民間企業の従業員として働く場合の通勤や職場等における支援に係る費



用 

を支給する雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を地域生活支援事業の

メ 

ニューの１つとして、令和２年１０月から制度化しております。 

本市におきましては、国において制度化される以前の令和２年６月から、重度訪問介護利 

用者の自営業者を対象とし、通勤支援及び職場介助に係る費用を支給する重度障害者就業

支 

援事業を開始いたしました。令和４年１月からは対象者を重度訪問介護、同行援護及び行動 

援護の利用者である自営業者または被用者に拡充したところでありまして、現在１名の方

が 

この制度を利用されています。以上でございます。 

○西委員 本当にこの被用者に拡充したというのがすばらしいと思います。皆さんよくやっ

て 

くださいました。ぜひほかにも障害者の方、難病患者の方が分身ロボットを活用して働くと 

きに障害がほかにないものか探していただきながら、取組を進めていただきたいと思いま

す 

し、先ほど分身ロボットの話、ＯｒｉＨｉｍｅにこだわりませんが、分身ロボットを活用し 

て孤独対策をしっかりやっていくことについて、最初ＯｒｉＨｉｍｅって知ってますと言

っ 

たら皆さん御存じなかったですね、ばらしちゃって申し訳ないですけど。そういうことも含 

めて、市役所のどっかであれば、こういうことがあるということ伝わっていくと思いますの 

で、ぜひよろしくお願いしたい、取組をお願いしたいと思います。 

次の項目に移ります。 

堺市母子家庭等就業・自立支援センター事業の趣旨、概要についてお示しください。 

○小嶋子ども家庭課参事 堺市母子家庭等就業・自立支援センターは、国の母子家庭等対策

総 

合支援事業に基づく事業としまして、一般財団法人堺市母子寡婦福祉会に委託し、平成１７ 

年度から実施しております。 

センターの主な取組としましては、堺市総合福祉会館内におきまして、ひとり親家庭を対 

象とした就労相談、生活相談、弁護士による法律相談、職業紹介、資格取得等の講習会、ハ 

ローワークと連携した就職支援などを実施しております。 

窓口相談は平日の日中と月数回の休日・夜間相談を実施し、社会保険労務士やキャリアコ 

ンサルタントなどの専門スタッフにより対応しております。 

近年の相談実績としましては、令和元年度が延べ９５８件、令和２年度が延べ１，０５７ 

件、令和３年度が１２月末時点で延べ８１３件となっており、センターを通じた就職件数は 

令和元年度が３８件、令和２年度が４５件、令和３年度が１２月末時点で３１件となってお 



ります。 

今後センター事業のさらなる周知に加えまして、区役所の相談窓口や来年度から予定して 

おりますＳＮＳ等を活用した就業支援事業との連携を充実していくことで、本市における

ひとり親家庭就業自立支援の中核的な役割を担っていくものと考えております。以上です。 

 

○西委員 私ここに行かせていただきましたが、本当にすばらしい取組だと思っています。

付添いで行きましたけれども。ぜひ積極的に応援していただきたいと思っていますし、非常

にスペースも狭い中、いろんな大変な業務やっておられると思いますので、ぜひどうバック

アップをやっていけるかということだと思いますので、そこはぜひ工夫をお願いしたいな

と思っておりますが、来年度、ＳＮＳやＡＩを活用したシングルマザー等就業支援事業とい

う少 

し似た事業をやられるというふうに聞いてますが、この趣旨、概要についてお示しください。 

○小嶋子ども家庭課参事 本事業は令和４年度当初予算案で提案しております、ひとり親家

庭 

の自立を支援する新規事業でございまして、シングルマザーの方が仕事、家事、育児を１人 

で担っておられる状況を踏まえ、多忙な中、隙間時間にスマートフォンで就業支援を利用で 

きるよう、ＳＮＳなどを活用した取組を行うものでございます。 

具体的には、ラインなどのＳＮＳを活用し、キャリアコンサルタントによる就業相談や適 

職診断、シングルマザーの雇用に理解のある求人の開拓とＡＩを活用したマッチング、就職 

後の相談支援など、就職前の相談から就職後のアフターフォローまで一貫した支援を行い

たいと考えております。また、シングルマザーの方の抱える複合的な課題に対応するため、

利用者の状況によりまして、資格取得支援や法律相談、生活支援、養育支援などが必要な場

合は、母子家庭等就業・自立支援センターや区役所の相談窓口におつなぎし、個々の家庭の

状況に応じた支援 

行ってまいります。 

このように、本事業と従来の窓口での相談支援が連携し補完することで、より幅広い方に 

必要な支援をお届けし、ひとり親家庭の生活の向上と自立を後押ししたいと考えておりま

す。 

以上です。 

○西委員 ここでできたいろんな果実といいますか、達成できた、得ることができたものを

従 

来の窓口でもしっかり連携するということだと思いますので、ぜひよろしくお願いしたい

と 

思いますが、特にさっきバックアップと申し上げましたが、求人情報をハローワーク以外で 

開拓をするというミッションもこのセンター持ってますが、これ本当大変だと思うんです

ね。 



両方の事業でその部分の情報をしっかり共有していくということも大事だと思いますが、

こ 

の求人情報はどのように扱われるのか、また共有して両事業の就業支援に活用できるのか、 

お示しください。 

○小嶋子ども家庭課参事 両事業は対面支援とスマートフォンでの支援というように支援

手法は異なりますけども、求人事業者を開拓、登録し、職業紹介につなぐということで、最

終的にひとり親家庭の自立を実現するということを目的としております。求人事業者の開

拓に当たりましては、産振局とかハローワークとも連携して、シングルマザー等の雇用に理

解のある事業者や女性労働者の雇用に積極的な事業者にアプローチしていきたいと考えて

おります。そして開拓できた求人情報は、データベース化するなどによりまして、両事業の

就業支援で活用できるよう。に委託事業者とも調整してまいります。以上です。 

 

○西委員 ぜひ調整をお願いしたいと思います。ポータルはいろいろあっていいんですが、

中心となるエンジンは共有できると思いますので、ぜひ積極的な取組をよろしくお願いし

たいと思います。次の項目に移りますが、堺市の３歳児健診で実施している視覚検査の概要

についてお示しください。 

 

○清水子ども育成課長 本市が実施しています３歳児健康診査での視覚検査では、健診前に

各家庭において視力検査を実施していただき、その検査結果と問診を記入したアンケート

を３歳児健康診査の受診時に提出していただいております。回収したアンケートは眼科医

に審査を依頼しまして、審査の結果、直接医師による確認が必要と判断された場合は、各保

健センターから精密健康診査の案内を行いまして、医療機関において屈折検査など個々の

状況に応じた適正な検査を実施しております。以上でございます。 

 

○西委員 つまり、ランドルト環で保護者が検査してるというだけですよね。 

 

○清水子ども育成課長 委員仰せのとおり、ランドルト環を用いた検査になります。 

 

○西委員 最初はそれしかやってないんですよ。でも他市では、もう３歳児健診のときに弱

視発見のための屈折検査を行っている市もあるんですが、他市の導入状況についてお示し

ください。 

 

○清水子ども育成課長 本市で把握している範囲ではございますが、大阪府下の自治体の７

市において屈折検査を実施していると聞いております。以上でございます。 

 

○西委員 機械的に屈折検査をやるんですね、小児科医の先生が。そのことによってある程



度定量的に判断ができる。保護者の方がランドルト環でこうやって検査してるよりは、はる

かに疑陽性、偽陰性あるかもしれないけれども、ある程度の幅の中で検査ができて、そこか

ら先で精密検査へ行けるということだと思いますが、屈折検査に対する堺市はどのように

考えておられるのか、そして今後の方向性についてぜひお示しをしていただきたいと思い

ます。国から今年、補助が出るんですよね。大阪府も３０万円補助が出る。そういった意味

では、ぜひ１回目でしっかりと屈折検査やれるように先進市のようにやっていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

○清水子ども育成課長 乳幼児の弱視などは早期に発見することで治療が可能であると言

われております。屈折検査につきましては、片側の目の弱視などを検出するのに有用である

と認識しております。また、委員お示しいただきましたが、国や大阪府では令和４年度の予

算案に自治体を対象としました屈折検査機器の購入等の補助制度創設を盛り込んでおられ

ます。本市では屈折検査について、精密健康診査が必要な対象者に対して医療機関で実施し

ていますが、３歳児健康診査対象者の全員に実施するには家庭での視力検査を踏まえた健

診会場での二次検査、その後の眼科医療機関における精密検査などの一連の視覚検査体制

について、地域の医療関係団体との調整が必要となります。また、健診会場において、検査

に適した環境や体制を整備する必要があることから、既に屈折検査を導入しておられる他

の自治体の事例などを参考に、よりよい検査体制の在り方について研究してまいります。以

上でございます。 

 

○西委員 本当に今おっしゃったように早期に発見することが必要なんですよね。保護者に

とっては気軽に検査しやすいような環境がある、もしくは３回健診しなくても２回で済む

ように、そのためにこの屈折検査機器というのは非常に重要なことだと思いますので、今国

の補助が出てる間にしっかりと調整をしていただいて導入をしていただくことが重要だと

思いますが、それを要望しておきたいと思いますが、そもそもこの視覚検査、非常に重要な

検査であるはずなんです。私がこれをじゃあ堺市の検査体制どうなってるのかなというこ

とも含めて調べようとしたんですが、堺市で視力検査、子どもの視力検査とか弱視とか入れ

ても、ほとんどホームページないんです。公的な機関がしっかりと発信をしていくことは重

要だと思いますが、いかがですか。 

 

○清水子ども育成課長 視覚検査につきましては、３歳児健康診査の複数ある項目の１つと

して実施しております。現在委員御指摘のとおり、本市のホームページでは簡易な説明にと

どまっております。今後視覚検査をはじめとします乳幼児の発育や発達を確認し、疾病や障

害などの早期発見に効果が期待される健康診査につきましては、必要な情報をより丁寧に

提供できるよう努めてまいります。以上でございます。 

 



○西委員 ぜひお願いしたいと思います。全く情報が足りませんので、しっかり網羅的に説

明していただくことが早期発見・早期治療につながれば非常に意味があることだと聞いて

ますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは高齢者健康増進施策、アスマイルに

ついてお聞きをしたいと思ってますが、そもそも先ほど藤井委員は大林委員がこのアスマ

イルについてデジタルディバイドのことを気にされていたというふうに要約をされました

が、委員長に聞けないんであれなんですけども、委員長、大林委員はそれだけのことをおっ

しゃってないと思うんですよね。いろんな理由があったのに、やっぱり先輩議員の発言を要

約するときはちょっと、名前つきで要約するときは、もう少し丁寧に要約をされたほうがい

いと思いますが、局長、この間、質疑を聞いてて本当にデータの取扱いは大丈夫なんですか

と、ＥＢＰＭという話になってる中で論理的に心配なことがたくさんあるので、質疑させて

いただきたいと思ってますが、私、局長は文書法制課長の時代から論理的な人だと敬愛をし

ておりますので、またそこのところは後でお聞きをしますが、よろしくお願いします。先ほ

どアンケートを取るに当たってコストが安いという御説明をされましたが、その比較 

対象がなぜアプリに対して文書なんですか。 

 

○羽野長寿支援課長 先ほどはそのような答弁させていただきましたけども、今アンケート

を取るのは本市の場合、紙ベースでやってることも多うございます。これからＩＣ化を進め

ていく中で、今度のアスマイルでもそういったアンケートを行いたいと。今そこがなかなか

比較しにくいということで、デジタルと紙の比較になるんですけども、そういう比較という

ことで発言させていただきました。以上でございます。 

 

○西委員 ＤＸとかＩＣＴとか言ってるんですが、ウェブフォームのことは御存じありませ

んか。 

 

○羽野長寿支援課長 詳しくは分からないんですけども、耳にしたことはございます。以上

でございます。 

 

○西委員 アプリに対して比較対象はウェブフォームだと思いませんか。 

 

○羽野長寿支援課長 いろんな比較の仕方がありますので、それが全てだとは言えないんじ

ゃないかなと考えております。以上でございます。 

 

○西委員 アプリに対して高い、郵送費がかかるから高いって言ってておかしいと思いませ

んか。 

 

○羽野長寿支援課長 先ほど答弁させていただいたのは紙ベースでアンケートをする場合、



その場合に郵送料であるとかがかかるという発言をさせていただいております。アプリで

アンケートを行う場合につきましては、また別途違う費用を算出することになります。以上

でございます。 

 

○西委員 比較対象として適切ですかと聞いてます。 

 

○羽野長寿支援課長 現段階では適切かと言われると、なかなか難しいところもあるんです

けども、現状ではこれを２つ比べるしか方法はないのかなと考えております。以上でござい

ます。 

 

○西委員 方法がないはずないですよ。堺市はウェブフォームでやってるじゃないですか。 

 

○羽野長寿支援課長 もちろんウェブフォームでもやっておりますけども、我々健康長寿と

いうことで高齢者向きに今度新たなこのアプリを導入したいと考えておりまして、そのと

きにはこのアプリ、アスマイルでアンケート等も取りたいというふうに思っております。以

上でございます。 

 

○西委員 質問に答えてください。比較対象として適切ですか。 

 

○羽野長寿支援課長 今年度、他の部局でウェブアンケートしてると聞いておりまして、そ

れは５，０００人程度で年４回実施したと聞いております。それで６４０万円程度の費用が

かかっておるということでございます。以上でございます。 

 

○西委員 質問してることに答えてないんで。 

 

○羽野長寿支援課長 現時点においては比較対象はこれで支障がないのではないかと考え

ております。以上でございます。 

 

○西委員 アプリの代替として文書での郵送アンケートが比較対象として適切とおっしゃ

るんですね、部長。 

 

○藤澤長寿社会部長 委員にお尋ねいただきましたアンケートの費用につきましてお答え

させていただきましたのは、今までうちの局で実施しておりましたアンケートの費用と他

部局で実施したウェブアンケートの費用も参考にした上で今回のアプリのアンケートの費

用についてお答えさせていただいたものでございます。以上でございます。 

 



○西委員 ウェブアンケートの費用を加味してなんて、さっき答えてないじゃないですか。 

 

○羽野長寿支援課長 ウェブアンケートと紙のアンケート、確かに質も違いますけども、

我々としては今回この事業を導入するに当たって比較対象とさせていただいてますので、

我々としてはこれで進めたいと思っております。以上でございます。 

 

○西委員 さっき申し上げましたが、政策の立案プロセスとしてこれはお聞きをしたいんで

す。比較対象としてそれが適切と本当に考えていらっしゃるんだったら大問題ですよ。部長

に、さっき答えてないから、部長。 

 

○藤澤長寿社会部長 先ほど藤井委員がお尋ねいただいたときにアンケートの費用の算定

としまして両方お答えさせていただいたかと存じますが、今回のアスマイルを検討するに

当たって年４回アンケートをアプリ上でした場合の今までの大阪府の回答数などもかなり

高いような状況もございましたので、その辺も併せてこのアプリを利用して健康増進の施

策に活用させていただけたらと思いまして検討させていただきました。以上です。 

 

○西委員 時間がどんどんなくなるんですけど、ちゃんと聞いたことに答えてください。適

切ですかと聞いてる。全く違うこと答えてますよね。ここで局長に登場願うつもりはなかっ

たんですけども、アプリでのネットを経由したアンケートとウェブでのアンケートを比較

をするのが適切な比較であって、なぜ郵送を用いた封筒でのアンケートと比較することが

適切だと、局長まさか考えないですよね。 

 

○山本健康福祉局長 先ほど担当課長のほうがお答えさせていただきましたけれども、一般

的に我々これまでアンケートをするのは郵送でやってることが多いので、それで郵送で幾

らかということをお答え申し上げた次第です。以上です。 

 

○西委員 比較として適切ですか。 

 

○山本健康福祉局長 文書でのアンケートというのを選択した、チョイスしたというのは先

ほど申し上げたとおりですけれども、動機としてはそんなもんです。それで委員さんおっし

ゃるようなアプリとどれを対してベストの比較になるのかというようなところで考えます

と、文書が必ずしもベストということではなくて、ほかの部分はあるか分かりませんけれど

も、あくまでもベストかどうかというよりも通常どういうような形でやってるのか、その通

常の形でお答えさせていただいたという背景でございます。 

 

○西委員 時間がないので、こんなにここにかかると思ってなかったんですが、比較する対



象としてコスト比較として適切ではないですよ。そのことしっかり認識していただきたい

と思いますが、では次にお聞きをしますけど、独自ポイントによって何か登録者が増えるか

のようにお答えをされてましたが、独自ポイントを一番されてる豊中市とされてない泉南

市の差、示してもらえませんか。 

 

○羽野長寿支援課長 独自ポイントをしております一番多いのが茨木市でございます。茨木

市で住民数に占めるアスマイル利用者の割合でございますが、４．７（「泉南と豊中の差と

聞いてる」と呼ぶ者あり）失礼しました。豊中市は２．８％でございます。そして泉南市が

２．７％となっております。以上でございます。 

 

○西委員 差を聞いてるんですけど。 

 

○羽野長寿支援課長 この差は０．１％となっております。以上でございます。 

 

○西委員 時間が限られてるので、ちゃんと聞いてることに答えてくださいね。独自ポイン

トやってる豊中とやってない泉南市の差、もう１回ちゃんと正確に答えてください。 

 

○羽野長寿支援課長 豊中市が２．８０８％、そして泉南市が２．７０２％、その差は０．

１０６％となっております。以上でございます。 

 

○西委員 つまり、やってるとやってないの差は０．１％なんですよ。３００万円以上独自

ポイントかけて皆さんやろうとされたんですが、独自ポイントやろうがやるまいが０．１％

しか登録者変わらない。推してはかるべしですよね。先ほど信貴委員が５，０００人って皆

さん考えてると言うけどその根拠はと言ってましたけども、０．１％と５，０００人に乖離

があると思いませんか。 

 

○羽野長寿支援課長 今の比較でございますけど、他市の場合こういうふうになってはおる

んですけども、確かにそこから推測すると５，０００人という目標はかなり厳しいものかも

分かりませんけども、我々といたしましては、２０１５年問題に向けまして、年５，０００

人という目標で２０１５年には高齢者人口の１割程度、２万５，０００人程度までは増やし

たいと考えております。そういったことで５，０００人という目標を設定させていただいて

おります。以上でございます。 

 

○西委員 増やしたいのは別にいいですよ、皆さん頑張っていただくことの目標は貴ぶべき

ものだと思います。でも実際は０．１％しか増えないのに、何で５，０００人と言えるんで

すか。 



 

○山本健康福祉局長 委員御承知かと思いますけれども、今年度１１月１日からこの２月ま

でトライアル期間として堺市やらせていただいてます。これは府の費用でもって、分かりや

すく言うと無料でやらせていただいております。この４か月間で幾ら登録者が増えたか、約

１，７００人でございます。４か月で１，７００人、１年であれば掛ける３なんで、それで

単純に計算するだけですけれども、１，７００掛ける３で５，０００強ということになりま

す。５，０００というのは確かに非常に厳しい高いハードルかも分かりませんけれども、今

申し上げたように過去のトライアル期間とかから推察して決して不可能な数字ではないと

いうふうに認識しております。以上です。 

 

○西委員 じゃあ、それは別に独自ポイントによる効果に限らないですよね。 

 

○藤澤長寿社会部長 今のお試し期間で堺市の会員に向けてだけの特別なインセンティブ

をつけた機関でしたので、確かにそれを目当てに入られた方もいらっしゃるんじゃないか

と私は思います。それと、委員先ほど御指摘いただきましたように、確かにオプションをつ

けてない泉南市も６位ではあったんですけれども、府内の市町村の上位の５団体のうちの

４団体が市町村オプションをつけている団体であるということもありまして、市町村オプ

ションをつけることが会員の獲得にある程度効果があるのではないかと認識しております。

以上でございます。 

 

○西委員 委員長、聞いてることに答えてくださいと言ってくださいよ。全然時間なくなる。 

 

○大林委員長 ちょっと時間止めてください。もう一度質問の趣旨言ってください。 

 

○西委員 ５，０００人増えた効果は独自ポイントに限らないですよねというだけ質問して

るんですから、限るか限らないかお答えいただいたらいいわけで、全く違うところに話を広

げないでほしいんですが。 

 

○大林委員長 質問の趣旨に的確にお答えください。 

 

○山本健康福祉局長 １，７００人増えたというところはポイントがあって初めて１，７０

０ということは決して言えないですけれども、ただその１１月の前の４か月で見ますと、こ

れは８７０名余りです。約１，０００人ほど増えております。１，７００の全てがポイント

のために増えたとは言い切れませんけれども、先ほど言いましたその前の４か月と対比し

た場合には、かなりその効果があったのではないかというふうに推測できます。以上でござ

います。 



 

○西委員 答弁としてはそれで結構なんですが、調査手法として僕問題だと思うんですね。

いろんな取組やってるんですね、さっき信貴委員が言ったようにテレビ広告も入ってる 

し、並行していろんな取組を挟んでるんだから、それに限らないというのは当たり前じゃな 

いんですかね。不思議なんですけど、部長。 

 

○藤澤長寿社会部長 委員おっしゃるように、確かに独自ポイントだけに限ったものではな

いかと存じます。以上でございます。 

 

○西委員 つまり独自ポイントで５，０００人、もしくはこれまでの１，７００人増えたこ

とから推測して、独自ポイントで５，０００人増えるとは言い切れないですよね。 

 

○藤澤長寿社会部長 委員おっしゃるとおり言い切ることはできませんが、ポイントを付加

して新規の会員を獲得するためにいろいろな手法を使いながら目標とした５，０００とい

う数字をクリアしていけるように頑張っていきたいと思っております。以上でございます。 

 

○西委員 皆さんが頑張られることを否定するつもりないです。ただ、独自ポイントによる

伸び率って０．１％なんで、ほかの統計的に読むと。いろんな効果を加味したら、５，００

０人皆さんは目標として頑張られるんだと思います。少なくとも特別ポイントによって５，

０００人増えるというのは言い過ぎだと思います。続けてお聞きをしたいと思いますが、こ

れ何人堺市登録されてるんですか。 

 

○羽野長寿支援課長 本年２月末現在で１万５，４００人ほどの方が登録されております。

以上でございます。 

 

○西委員 堺市全体の約何％ですか。 

 

○羽野長寿支援課長 堺市の人口８２万人と仮定して、１８歳未満ということもありますの

で、そこから計算しましても、率としてはかなり低い数値となっております。以上でござい

ます。 

 

○西委員 国保加入者から見たら何％ぐらいですか。 

 

○羽野長寿支援課長 アスマイルの登録者数で申し上げますと、今年の先ほど答弁させてい

ただきました登録者数１万５，０００人ほどいてますけども、その中で国保会員が約３，５

００人ぐらいになるものかと把握しております。以上でございます。 



 

○西委員 国保会員がアスマイル入ったことによって健診を受診したかのように書いてあ

りますが、何て書いてあるか御紹介いただけませんか。 

 

○羽野長寿支援課長 それは大阪府から提供していただきました国保会員特定健診受診率

の表になっておりまして、府の分析でございますけども、アスマイル国保会員と市町村国保

平均との差分、それにつきましては、平成３０年度よりもアスマイル本格実施後の令和元年

及び令和２年度において増加しておる。令和２年度時点で２９％増加しておるということ

になっております。また、新規に受診された会員も令和２年度までで６，０００人を超えて

おり、アスマイルの効果と評価していることになっております。以上でございます。 

 

○西委員 これ賢明なる市の職員さん分かると思いますけど、必要条件と十分条件逆になっ

てますよね。数学の証明としては零点ですよね。 

 

○羽野長寿支援課長 この健康アプリであるアスマイルですね、利用する方というのは、も

ともと健康意識が高い方であると推測されます。そういった意味で全体の受診率が高くな

るのは当然予測されること、議員の御指摘のとおりではあるかと考えております。以上でご

ざいます。 

 

○西委員 つまりこの文章おかしいんですよ。必要条件と十分条件逆になってますよ。中３

数学やってたら分かりますよ。偏ったデータの中で健康に関心がある人、もしくは健康に関

心がある人が周辺にいる人が健康診断の受診率高いのは当たり前な話なんで、それを国保

全体に対して多い、高いからアスマイルの効果だなんて、よく大阪府こんなこと言うなと、

恥ずかしくないのかなと、中３数学のレベルですよということを申し上げたいわけであり

ますけれども、そこはさすがに堺市の職員さんは理解をしていただいてよかったなという

ふうに思うわけでありますが、さっき不思議な説明もありました。アプリについて、何か登

録前から歩数が増えたということなんですけど、私のスマホはデフォルトの設定のままで

は歩数は数えれないと私は思ってるんですが、ありとあらゆる携帯で登録前から歩数測っ

てるんですか。 

 

○羽野長寿支援課長 全ての携帯、スマホとかで歩数が測れるかというのは、ちょっと私も

存じ上げないんですけども、このアプリに登録する際は、例えばアイフォンであれば自動連

携しますかというような表示がされまして、その場合には歩数が連携されるというふうに

なっております。以上でございます。 

 

○西委員 お聞きをしてるのはそこじゃなくて、登録前にアスマイルを連携しますかと言う



前から測っているかのようにここには書いてあるんですが、そんなもんなんですか。私は違

うと思いますが。 

 

○羽野長寿支援課長 今委員お示しのデータは、アスマイルによる行動変容への効果という

ことになっております。左側のほうが加入前後１０日間の比較ということでございまして、

加入後１０日と加入前１０日を比較すると加入後に約５００歩程度増加しているというこ

の表現をされております。そういったことから、アスマイルの行動変容というのは登録して

いただくと効果があるものというふうに、この資料では表示しております。以上でございま

す。 

 

○西委員 皆さんの認識は、加入前をみんな測ってるんですか。 

 

○羽野長寿支援課長 加入して自分の歩数データを連携させてもいいということになりま

すと、たしかそのスマホの中にあるこれまでの加入した記録、それと１０日前の記録が連携

されるようになるというふうには聞いております。 

 

○西委員 加入前から歩数を測ってるという認識でいいですか。そんなことあるんですか。 

 

○羽野長寿支援課長 こういったことに登録される方というのは、やはり健康意識の関心の

高い方でもありますので、そこは各自それぞれ歩数の計測であるとかしてるのではないか

と思われます。以上でございます。 

 

○西委員 つまりもともと関心があって測ってる人の差ということですよね。 

 

○羽野長寿支援課長 確かにその部分もありますけども、スマートフォンでたしかログイン

前でも４０日間のデータが保存されているというのは聞いておりますので、そこから自動

的に連携した場合は読み取っていくのではないかと思われます。以上でございます。 

 

○西委員 ログイン前ってどういう意味ですか。アプリをダウンロードしてからログインす

るまでに１０日時間あるって皆さん思っていらっしゃるということですか。 

 

○羽野長寿支援課長 ダウンロードする前からスマホの中でそれが４０日間、歩数データと

かが保存されたりしてると聞いておりますけども、それはスマホを購入したときのデフォ

ルト状態、そこを御本人さんが変えた場合とかによって、登録前の４０日間のデータが保存

されるのではないかと思われます。以上でございます。 

 



○西委員 変えた人だけが保存されるということでいいですね。 

 

○羽野長寿支援課長 その点については、ちょっとまだ私も詳しくございませんので、はっ

きり断定することはできない状態でございます。以上でございます。 

 

○西委員 申し訳ないですけど、大阪府の資料を僕らがたまたま見たんであればそれでいい

ですけど、この資料を見てそういう疑問を抱かないのがちょっと残念なんですね。行動変容

というからには、どういう方がどのように変容するかということは最低限説明できる、これ

堺市を経由して頂いた資料ですからね。行動変容というのは何なのかということを統計的

にデータ的に見る基本の基じゃないのかなというふうに思うわけでありますけれども、分

からないということですから残念ですね。 

 

○山本健康福祉局長 可能性としては、もともと委員おっしゃるように健康に関心が高い方

が登録されてるということは１つあろうかと思います。ただ、またそうでない方にも登録し

ていただきたいということで、ポイントとかということを付与されてると。それで、それを

インセンティブとして入られてる方も必ずおられると、割合は分かりませんけど、おられる

と。それで、そういうような方が入って後に伸びる、歩数であっても伸びるというところも

またポイントとかというところを設定しておりますので、全く加入前と加入後が同じ条件

ということではなくて、そういうインセンティブというのも働かせた上で加入後５００歩

伸びたというようなことを想定できるのではないかなというふうに思います。以上です。 

 

○西委員 局長の想定は尊重しますが、私データの見方を聞いてるんですよね。事前と事後

の条件設定をきっちりやっとかないと比較できないんじゃないですかということを申し上

げていて、その条件設定については少なくとも確認をしていただくのが政策立案の基本の

基じゃないのかなと。調査ということは、さっき調査のことをほかのことでも質問しました

けれども、調査をするということは前提条件をきっちりとそれ以外の項目についてはそろ

えておくということが最低限必要だと思うんですけど、それができてるか否かということ

はちゃんと確認をしておくべきだと思いますけど、部長いかがですか。 

 

○藤澤長寿社会部長 この歩数の変化の件につきましては、大阪府の国保課のほうに確認を

させていただきまして、実際に私もちょっと課長と同様で、そのアプリの仕組みとスマホの

中のデータがどういうふうにしていると歩数というのが保存されてるかというのは、細か

いところは分からないんですけれども、もともとアプリを入れる前からスマホの中に歩数

データが保存されていて、アプリを入れたときに、そのときにいろいろ同意しますかとか、

そういうチェックは入れないといけないと思うんですけれども、その状況でデータを読み

込んで実際普通のこれから健康活動をしますというような前もってのアンケートを取ると



きとかに、今までこんなふうに歩いてましたかとかそういう個人で聞いたときに、私このぐ

らい歩いてたかなとか、そういうような形のアンケートとかではなく、アプリ、スマホでき

ちんとスマホに蓄えられている歩数データを読み込んで、そこから実際アプリを立ち上げ

たログインした状態からの歩数と比較しているので、かなり精緻な数字でやっぱり５００

歩歩数が伸びてるというふうに伺ったので、確かにそれほど一定の効果があるものだとい

うふうに確認した上で、これは健康増進のための一助として活用できるのではないかと思

いました。以上でございます。 

 

○西委員 また質問してること全然答えてくれないですね。アプリのこと詳しく分からない

がと言うんですけど、部長はスマホじゃないんですか。 

 

○藤澤長寿社会部長 スマホです。 

 

○西委員 当然この政策立案するに当たって、部長のアプリはアスマイルを入れる前に歩数

計測してるかどうか確認されましたよね。 

 

○藤澤長寿社会部長 申し訳ございません。実は私この事業を考える以前の去年かおととし

ぐらいからアスマイルを入れてるものですから、その前の歩数が入ってるのかどうかをち

ょっと確認できておりません。申し訳ございません。 

 

○西委員 部長のスマホでやれるならいいかなと思ったんですけど、やれなかったら、ほか

の人に聞きましたか。 

 

○藤澤長寿社会部長 すみません、委員もう一度、部長のスマホでやれるんだったらいいな

と思ったというのは。 

 

○大林委員長 他人にほかの人に確認をしたかという質問です。 

 

○藤澤長寿社会部長 そのスマホに歩数が伸びてるというのが前もってできたかというの

を確認したかということですか。それは確認しておりません。申し訳ございません。 

 

○西委員 部長さっき答弁で、しっかりとできることを確認しましたけどって答弁されまし

たよ。口で聞いただけですか。 

 

○藤澤長寿社会部長 はい、口頭で確認させていただいただけです。以上です。 

 



○西委員 ここにいらっしゃるね、僕、誰とは申し上げませんが、ここにいらっしゃる課長

さんいっぱい僕と議論してきて、皆さん一遍その政策プロセス通ってみるということは当

たり前のように皆さんやってくださってるんですよ。こんだけ行動変容について説明して

るのに、皆さんその行動を自分のスマホもしくは部下のスマホ、部内の人のスマホでトレー

スする、やらないんですか、本当ですか。 

 

○羽野長寿支援課長 先ほどの部長の答弁を踏まえてでございますけども、私アイフォン持

っておるんですけども、アイフォンのヘルスケアですかね、そこのアプリの歩数なんかは

日々確認はしておりました。それが今回のアスマイルのアプリを入れることによって自動

連携になるというふうになっております。その辺の話は口頭ではございますが、部長には説

明しております。以上でございます。 

 

○西委員 課長はヘルスケアをオンにしてたわけですよね。これ、デフォルトでオンかオフ

か確認されました。 

 

○羽野長寿支援課長 たしかデフォルトやったかどうかはちょっともう失念しましたが、た

しかオンにしたような記憶はございます。以上でございます。 

 

○西委員 まさにそういうことなんですよね。オンにした人だけがデータを取られてる。か

なり偏ったデータだと思いませんか。 

 

○羽野長寿支援課長 委員御指摘のとおり、オンにするかしないかによって自動連携ができ

るかできないかというふうになるとは思うんですけども、その辺りも今後はちょっとこれ

を広めていく場合には、その辺もアナウンスしながらしていかないといけないのかなと感

じております。以上でございます。 

 

○西委員 つまり偏ったデータを取って本当に健康施策をやれるんですか。やるのであれば、 

しっかりと補正係数掛けれるようにしとかなきゃいけないですよ。どれぐらい偏ってるデ

ータなのかと思いますが、いかがですか。 

 

○山本健康福祉局長 すみません、そういう連携をさせるそういうような設定をしないと、

確かにおっしゃるような連携は取れませんけれども、ここで着目していただきたいデータ

は、偏ったというか、そういう一部の連携している人のデータではありますけども、そうい

う群の中で登録前と登録後でどれだけの差があったか、伸びたかというところで、そういう

群の中では５００歩伸びたというところに着目していただけたらと思います。 

 



○西委員 局長に聞くつもりなかったんですが、お答えいただいたんで、じゃあお聞きをし

たいんですが、これと全体群の差はどれぐらい、どういう傾向になってるんですか。 

 

○山本健康福祉局長 すみません。この群と全体との対比等その詳細なデータについては承

知しておりません。申し訳ございません。 

 

○西委員 全体の傾向分からないのに、これを基に全体の健康施策どう立案するんですか。 

 

○山本健康福祉局長 登録していただいて、そして連携しないとデータ取れませんけども、

そういう一定の人は５００歩伸びたというところで、まず我々としては登録をしていただ

いて、そして連携するような設定していただいて、そしてこれ先ほど答弁でも申し上げてま

すけれども、月２回とか情報提供配信できます。そこら辺でその人の興味の持たれるような

イベントのほうをお知らせしたりとか、それからまたいろいろなデータも入手できるよう

になりますので、そういうものを活用して登録者を増やすし、登録した人がまたデータをい

ろいろ入れてもらえるような先ほどからの設定も含めてそういう働きかけをするし、そし

てその上でその人に合った、その人の趣味嗜好等に合った情報を提供して健康活動をして

いただきたいというふうに考えています。そういうような取組をしていきたいと思います。 

 

○西委員 勘違いしてたようなんですけど、皆さんの貴重なデータというふうに前も答弁で

おっしゃってましたが、データをしっかり入手して健康施策やりたい施策はアスマイル登

録者さんだけということですか。 

 

○羽野長寿支援課長 アスマイル登録者だけではもちろんございませんで、高齢者全般の方、 

市民の高齢者の方全体の施策をいろいろ我々のほうで立案しまして、事業化して実施して

いきたいと考えております。その１つの手段として、このアスマイルというのを今考えてい

るところでして、全て高齢施策をアスマイルを導入することで解決するとは当然考えてお

りません。ただ、このアスマイルをそれぞれの方が登録していただきますと、知らず知らず

のうちに歩数が伸びてるのが日々分かると。あと手入力をしなければならないという議論

も午前中、信貴委員のときさせていただきましたけど、朝食食べたか否かとかそういったと

ころは、慣れてくれば日々入れていただけるんじゃないかなと思っております。自動連携で

きることについてはスマートフォンとかお持ちの方は自動連携していけますので、それが

全てではないんですけども、こういったことで高齢者の行動変容を促していって健康長寿

に結びつけていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○西委員 市民皆さんの施策に生かしたいのに、このデータで市民全体の全容全くつかめな

いのに、どうやって生かすんですか。 



 

○羽野長寿支援課長 アスマイルに登録されている方というのは確かに健康に意識が高い

方が比較的多いと推察されますけども、特に健康に意識されてない方、そういった方もポイ

ントですね、これに魅力を感じていただいてアスマイルに登録していただけるのではない

かなと考えております。また、別途健康に関する調査は、３年に１回高齢者実態調査等も行

っておりますので、そういったところを併せて高齢者の健康の意識とか、そういった今後の

方向性とか、それを探っていきたいと考えております。以上でございます。 

 

○西委員 全く聞いてることに答えてないですよね。 

 

○山本健康福祉局長 このアスマイルから入手できるデータというのは当然登録された方

で、全市民が登録していただけるわけではないので一部になります。その一部で全体をどう

するかというところですけども、それについてはここからデータ分析して見れるようなと

ころが出てくるのではないか。例えば先ほど申し上げたその人に合った情報、例えばウォー

キングであっても、どういうようなウォーキングだとか、どこでやったらいいのかとか、そ

ういうような蓄積の下に見えてくるものがあるのではないのかと。それを登録者以外にも

適用というかして、全体の堺市の健康増進施策を考えていけるようになるし、またそれはこ

れも先ほど来言ってますけれども、アンケート調査年４回やりますから、手軽にというかや

れますので、それでいち早くここから得られる何かがあるとすれば、それをアンケートなん

かで確認した上で、そして速やかに場合によっては当該年度内においても現在やっている

施策をちょっと修正したりとかして、あるいはまた来年度に生かすということもあります

けれども…… 

 

○大林委員長 答弁者に申し上げます。質疑の趣旨を的確に捉え答弁されるようお願いいた

します。時間止めてください。もう一度質問の趣旨、分かりやすく説明してください。 

 

○西委員 このデータは非常に偏ったデータであるということはお認めをいただいてます。

そこが違ったら言っていただきたいんですが、非常にかどうかは別で偏ったデータ、市民の

全員を表しているデータではないということは皆さんお認めになっていただいてますし、

そこの補正の仕方、どれぐらいずれてるのかということを皆さんは把握をされていない状

況です。にもかかわらず、皆さんがこのデータ、このアスマイルに仮にデータをもらえたら、

貴重なデータを生かして何をしたいかというのは、皆さんの対象はアスマイル登録者では

なく堺市民全体を対象にした健康施策を打ちたいと一方でおっしゃってます。であるなら

ば、全員この調査を基にして、市民の姿は分からないのにどうやって皆さんは市民全体に対

して健康施策を適切に打つんでしょうかということをお聞きをしていますので、お答えい

ただきたいと思います。 



 

○羽野長寿支援課長 確かにアスマイルに加入してない方のデータは取れませんので、非加

入者に対するアプローチはちょっと何か別な方法を取らざるを得ないと思っております。 

ただ、アスマイルに加入してる方につきましては、やはりこういった日々のデータを参照 

しまして、行動変容のきっかけにつながればというふうに思っています。例えば受診機会の

向上であるとか、そういう行動変容につなげるようにはしていきたいと思っております。以

上でございます。 

 

○西委員 ということは今の質問で明らかになったのは、アスマイルの対象者のために頑張

って何百万ってお金かけて貴重なデータをもらって施策を展開するということをおっしゃ

ってるんです。すごいもったいないと思いますよ。効率があまりいいと思えないですね。 

もちろんアスマイルを登録していただくことに健康になる要素はあるかもしれません。そ 

の部分でお金がかかるというのは別の議論です。もう一個お聞きをしたいんですが、個人情

報の話をさっきお話しされてましたが、ＯＲＤＥＮ登録の前提を皆さんにちゃんと説明を

してるんですか。 

 

○羽野長寿支援課長 まだその辺りについてはまだ全く話はしておりません。まだＯＲＤＥ

Ｎの動きも踏まえて、そしてこのアスマイル登録するに当たって、市のほうが市町村会員に

なるかどうか、そういったことを踏まえた上で、その点については今後の検討課題であるの

かなとは考えております。以上でございます。 

 

○西委員 そうですよね。個人情報しっかりやってるなんて言えないじゃないですか。忘れ

られる権利というのが個人情報の議論で当たり前にあるんですよ。オプトアウトできる権

利がないと、個人情報保護上しっかりやれてないということになるんですけど、そのことは

御存じないですか。 

 

○羽野長寿支援課長 そのことについては存じております。以上でございます。 

 

○大林委員長 西委員の質問でございますけども、申合せの時間が超過しておりますので、

簡潔にお願いいたします。 

 

○西委員 非常に時間を途中浪費しましたので、非常に残念ですが、これで終わりたいと思

いますが、さっきの個人情報の件はオプトアウトの権利がしっかり担保されてない限り、ち

ゃんとやってると言えないですから、そこのところはしっかり猛省をしていただきたいな

と思いますし、私、局長とこんなに議論になると思ってなかったんですけど、統計をちゃん

と読む力というのを大変人生の先輩方の前で申し訳ないですが、しっかり統計をちゃんと



読む力ってもうちょっと考えてもらえませんかね。偏ったデータを読んでたら、しっかりと

全体で補正をしようとする、そういうことも大事だと思います。これ明らかに偏ったデータ

ですから、それをしっかりと統計、標本調査の手法、しっかり勉強していただく。 

そして、このことによって政策効果としては加入者数は０．１％ぐらいしかないとしか読 

めないんですよ、統計的に。いろんな市がいろんな施策頑張ってるんですから、それを全部 

取り除いていったら０．１％しか差がこの調査上は読めない。そのことを統計調査なり政策 

評価なりということを大変失礼で僭越ですが、もう少し研究をしていただく必要があるの

か、もしくは分かっててさっきのような答弁をされてるのか。後者のほうだと、私が大好き

な堺市の職員さんは後者のほうだと信じて私の質問を終わります。ありがとうございます。 


