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（開会 午前１０時００分） 

○森田俊尚議長 開会に先立ち、このたびの東日本大震災で被災され、お亡くなりに

なられた方のご冥福と、現在も避難所で生活されておられる多くの方へのお見舞い

の気持ちを込めまして、黙禱をささげたいと思います。  

  皆様、どうぞご起立ください。  

  黙禱。 

  それでは、ただいまから会議を開会いたします。  

  ただいまの出席議員数は９人であります。 

  それでは、ただいまから、平成２３年乙訓福祉施設事務組合議会第１回定例会を

開会いたします。 

  日程に入ります前に、先般、長岡京市選出の能勢副議長が長岡京市議会議員を辞

職されました。本事務組合議会にも、平成２２年１２月２４日付で議長に辞表が提

出されましたが、地方自治法第１０８条及び乙訓福祉施設事務組合議会会議規則第

１３１条により、これを許可いたしましたので、ここにご報告申し上げます。  

  次に、先日挙行されました長岡京市議会議員補欠選挙に伴う役員改選が行われ、

本事務組合議会に新しく冨岡浩史議員をお迎えすることになりましたので、ここに

ご紹介させていただきます。  

  それでは、簡単にごあいさつをお願いいたします。  

○冨岡浩史議員 おはようございます。  

  長岡京市の冨岡浩史でございます。能勢前副議長の後任として、このたび乙福に

お世話になります。私自身は平成１７年から１９年の２年間、乙福議会にお世話に

なっておりました。３年数か月のブランクはありますが、心新たに残された残任期

間を頑張って務めさせていただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。  

○森田俊尚議長 ありがとうございました。  

  次に、昨年、大山崎町長選挙で当選され、副管理者になられました江下傳明副管

理者から発言の申し出がございますので、これを許可いたしまして、ごあいさつを

お願いいたしたいと思います。  

  江下副管理者。 

○江下傳明副管理者 今、森田議長の発言のお許しをいただきましたので、一言ごあ

いさつをさせていただきます。  

  このたび、新たに乙訓福祉施設事務組合の副管理者に就任いたしました江下でご
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ざいます。よろしくお願いいたします。  

  本組合におきましては、施設並びに運営の方にいろいろ課題もあろうというふう

に思っておりますけれども、久嶋管理者また小田副管理者を支えながら、しっかり

とこの任務に当たっていく覚悟でございますので、どうか、議員の皆様の大いなる

叱咤激励、そして、この私の方にも、ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、簡

単ではございますけれども、就任に当たってのごあいさつとさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○森田俊尚議長 ありがとうございました。 

  また、同じく、先般、長岡京市市長選挙で当選され、副管理者になられました小

田豊副管理者から発言の申し出がございましたので、これを許可いたしまして、ご

あいさつをお願いしたいと思います。  

  小田副管理者。 

○小田 豊副管理者 ただいま、森田議長様の方から発言のお許しをいただきました

ので、ごあいさつをさせていただきます。  

  このたび、引き続き乙訓福祉施設事務組合の副管理者に就任いたしました長岡京

市の小田でございます。 

  本組合におきましては、施設及び事業運営に係ります多くの課題やニーズがござ

いますが、管理者を支えながら、事務局職員ともども、これらの課題解決に向けま

して誠心誠意取り組んでまいりたいと存じております。  

  今後も、議員の皆様方のご指導とご鞭撻を賜りますようによろしくお願い申し上

げまして、ごあいさつにさせていただきます。お世話になりますが、ひとつよろし

くお願い申し上げます。 

○森田俊尚議長 ありがとうございました。  

  それでは、これより日程に入ります。  

  日程１、会議録署名議員の指名を行います。  

  会議録署名議員は、会議規則第７５条の規定によりまして、向日市の長尾美矢子

議員、大山崎町の朝子直美議員を指名いたします。 

○森田俊尚議長 日程２、会期の決定を議題といたします。  

  お諮りいたします。今定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

  ご異議なしと認め、さよう決します。よって、会期は本日１日限りといたします。  
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○森田俊尚議長 日程３、副議長選挙を行います。 

  お諮りいたします。本件につきましては、先ほど開催いたしました議員全員協議

会でご審議いただきましたとおり、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、

議長による指名推選の方法により行いたいと思います。これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり）  

  ご異議なしと認め、さよう決します。副議長については、長岡京市の冨岡浩史議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。冨岡浩史議員を副議長の当選人と定めることにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり）  

  ご異議なしと認めます。よって、本乙訓福祉施設事務組合議会副議長は長岡京市

の冨岡浩史議員と決しました。 

  ただいま当選されました冨岡浩史議員から、一言ごあいさつを賜りたいと思いま

す。 

  冨岡議員。 

○冨岡浩史議員 ただいま、議員諸侯のご推挙によりまして、副議長の任を仰せつか

りました冨岡浩史でございます。何分ふなれではありますが、皆様方のご協力をい

ただきながら、森田議長をしっかりと支えて議会運営が円滑に取り図られるよう頑

張ってまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。  

○森田俊尚議長 ありがとうございました。  

  それでは、副議長席にお座りいただきたいと思います。  

○森田俊尚議長 それでは、引き続き議事を進めさせていただきます。  

  日程４、管理者諸報告。  

  久嶋管理者。 

○久嶋 務管理者 おはようございます。 

  本日ここに、平成２３年乙訓福祉施設事務組合議会第１回定例会を招集させてい

ただきましたところ、議員各位には、何かとお忙しい中、ご出席いただきまして誠

にありがとうございます。  

  諸報告に入ります前に、先般の長岡京市議会の議員補欠選挙及びそれに伴う役員

改選によって、２月２２日付で本組合議員に冨岡浩史議員を新たにお迎えをし、ま

た、ただいま副議長にもご就任いただき、お世話になることとなりました。冨岡副
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議長のご就任をお祝い申し上げますとともに、本組合発展のため、今後ともよろし

くお願いいたします。 

  それでは、１１月定例議会以降の報告をさせていただきます。  

  最初に、総務関係でございます。  

  去る１月２４日、本年度の第３回目となります乙訓福祉施設事務組合運営協議会

を開催いたしまして、平成２３年度の一般会計予算案及び事業概要について協議を

行いました。今後もそれぞれの課題を共有しながら、この運営協議会において議論

を深めてまいりたいと考えております。  

  次に、新規採用する職員についてでございます。  

  事務職員として女性１名、指導員として男女各１名、合計３名の採用が決定し、

この４月から勤務することとなっております。  

  次に、若竹苑の関係であります。 

  現在の利用者数は、就労移行支援３名、就労継続支援３７名、生活介護６名、合

わせて４６名でございます。市町別では、向日市が１２名、長岡京市が２５名、大

山崎町が６名、京都市が３名でございます。地域活動支援センター事業及び日中一

時支援事業の登録者はそれぞれ１８名と３７名となっております。 

  就労移行支援の関係ですが、昨年１２月から西山短期大学でトライアル雇用に入

っておりました２名が３月１日をもって本採用となりました。まだまだ多くのサポ

ートが必要でございますので、これからも関係機関と連携し、支援に当たる所存で

ございます。 

  また、１名が期限終了後の所属先として八幡市にあります就労継続Ｂの事業所で

体験実習を行いました。本人、保護者及び関係機関で話し合いを進めておりまして、

４月からの移籍がほぼ決定となっております。  

  就労継続支援事業では、２月２３日向日町警察署生活安全課のご協力によって、

利用者と防犯教室を実施しました。ひったくりなどの窃盗事案が増えている中で、

被害者にならないための方策として、もし加害者になった場合は重い罰則があるこ

となどをわかりやすく説明していただきました。  

  生活介護事業の最近の取り組みとして、阪急バスや長岡京市のはっぴぃバスを利

用した社会的体験の機会にも取り組んでおります。  

  地域活動支援センター事業においては、引き続き各種公募展への応募を奨励いた

しております。その中の１名の方が、肢体不自由児者の美術展コンピュータアート

の部で優秀賞を取ることができました。  
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  職員研修は、さらなる支援体制の充実、支援の質の向上を図るため、各種研修の

受講をはじめ、京都府のサービス管理責任者研修に職員２名を派遣したところでご

ざいます。 

  続いて、ポニーの学校についてご報告いたします。 

  利用状況ですが、週１回利用児が８９人、月１回利用児が２０人、合わせて

１０９人の利用となっております。内訳は向日市が４４人、長岡京市が６０人、大

山崎町が５人でございます。なお、今回、利用希望児が実利用定員１０９名を上回

りましたので、５名を待機といたしました。  

  行事では、１２月４日にお楽しみ会を実施し、５０家族１５４名が参加、１月

２３日は家族懇談会で６２名の父親と懇談をいたしました。２月は両親教室を開き、

子育て讃歌、能力の不思議と題した講演に２６名の保護者が熱心に学びました。ま

た、来る２９日には、この春小学校に入学する児童とその保護者を激励するため、

父母の会と共催で就学児を送る会を開催する予定でございます。  

  職員についてでございますが、１２月２１日に職員内部研修会で、重複障がいの

子どもさんへの指導法について学びました。また１月は発達援助セミナー、２月に

は脳性マヒ児療育関係職種対象講習会、京都府療育教室指導者連絡協議会南部研修

会では２名が研さんを努めております。 

  最後に、本年度の療育は本日２５日で終了し、新年度は４月４日に療育開始をす

る予定でございます。 

  次に、介護障害審査課の関係でございます。 

  介護認定審査会は昨年の４月から本年２月までの審査状況、合議体を１７４回開

催し、５,０５６件の二次判定を行いました。 

  障害程度区分認定審査会については、合議体を２２回開催し、１６２件の二次判

定を行っております。 

  また、本年３月３１日で現在の認定審査会の委員の任期２年が満了することとな

りますので、来る４月５日に新委員を任命するとともに、それぞれ会長選出後、新

体制での審査会運営について協議をいただく予定でございます。  

  今回、任命する委員は、介護認定審査会で、再任者４１名、新任者１５名、障害

認定の審査会では、再任が８名、新任が６名でございます。なお、介護認定審査会

の新任予定者に対する研修を３月７日と１４日に行いました。また、審査会の見学

会を今月１６日から行って、４月３日には京都府主催の研修を受けていただき、新

体制での円滑で適切な運営が行われるように努めてまいります。  
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  最後に、乙訓圏域障害者総合相談支援センターについてご報告申し上げます。 

  乙訓圏域障害者自立支援協議会では、乙訓障害者支援事業所連絡協議会ひまわり

園、京都府等と共催し、１月と３月に研修会を開催、医療的ケアの必要な方の地域

生活上のさまざまな課題解決を考え、人形を使った医療的ケアの実技の講習も実施

いたしました。 

  また、訪問看護ステーションについて学習会を開催し、その必要性を確認、事業

のより大きな展開について協議いたしました。  

  地域生活支援部会では、障がい児者の短期入所事業について、高齢者の小規模多

機能施設での実施やケアホームの移転について、制度の問題点を協議し、また乙訓

での就学前の療育体制について、保健と福祉、教育面から協議をし、具体的な解決

を図りました。 

  １１月から１２月にかけて、各機関、施設の者が講師となって、障がい者の２級

ヘルパー養成に取り組み、支援者の育成を図りました。２月には、刑務所の中から

見る障がい者の現状と課題を、長岡記念財団と共催をし、約３００名の方々にご参

加をいただいております。３月には、高次脳機能障がいについて理解を深める講演

会と交流会を、サポート研究会と共催して開催いたしました。  

  現在は、乙訓圏域障害者自立支援協議会の各部会、プロジェクトのまとめについ

て協議を行っているところでございます。  

  以上、その後の報告とさせていただきます。  

○森田俊尚議長 ありがとうございました。  

  日程５、例月出納検査結果の報告であります。  

  監査委員の報告を求めます。  

  南出力利監査委員。 

○南出力利監査委員 それでは、例月出納検査結果の報告を申し上げます。  

  地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づきまして例月出納検査を平成

２２年１１月２９日、１２月２４日、平成２３年１月２７日及び２月２１日に実施

いたしております。同法第２３５条の２第３項の規定により、その結果を報告いた

します。 

  監査の結果につきましては、お手元にお配りしております報告書のとおりであり

ます。なお、報告書にあるとおり、各月の出納などについては適正に処理されてい

ました。 

  以上で、例月出納検査結果の報告を終わります。 
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○森田俊尚議長 日程６、第１号議案、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。  

  提案理由の説明を求めます。  

  久嶋管理者。 

○久嶋 務管理者 第１号議案、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例の一

部改正について、ご説明いたします。 

  本条例は、さきの人事院勧告により、６０時間を超える時間外勤務時間の算定基

礎に含まれていなかった法定休日を含むとした人事院規則の改正に伴って、給与規

定等の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  

  なお、この条例は平成２３年４月１日から施行するものでございます。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。  

○森田俊尚議長 説明が終わりました。  

  これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ご意見ございませんか。  

（「なし」の声あり） 

  ご意見もないようですので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。第１号議案について、原案のとおり可決することに賛

成の方の挙手を求めます。  

（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、第１号議案は原案のとおり可決することに決しま

した。 

○森田俊尚議長 日程７、第２号議案、平成２３年度乙訓福祉施設事務組合一般会計

予算についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。  

  久嶋管理者。 

○久嶋 務管理者 第２号議案、平成２３年度乙訓福祉施設事務組合一般会計予算に

ついて、ご説明申し上げます。  

  本組合の構成団体である二市一町の財政状況は、厳しく、景気の減退、悪化など

による大変厳しい社会経済情勢のもとで、税収入をはじめとする自主財源の確保が

大変困難な状況下にございます。  
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  平成２３年度におきましても、各市町の財政健全化に向けて厳しい姿勢で取り組

まれているところでございます。乙訓福祉施設事務組合でも、そうした構成団体の

状況と厳しさを認識した上、より計画的な財政運営を図り、また施策展開の動向が

不透明で予断を許さない状況が続くことが予想される中、これからも財政全般を見

直す努力を続けていかなければならないという観点に立って、平成２３年度の予算

編成に臨んでまいったところでございます。  

  それでは、その概要について、ご説明申し上げます。  

  平成２３年度の予算総額は３億９,５２１万４,０００円で、対前年度比６.７％、

金額で２,４６６万８,０００円の増額となっております。 

  まず、歳入予算の主な内容についてでございます。  

  負担金でございますが、若竹苑、ポニーの学校とともに制度改正に伴う各種の加

算金収入が加わることにより、増収となる見込みでございます。  

  また繰入金におきましては、若竹苑の施設改修工事の財源として積み立てており

ました施設整備基金を取り崩すことによるものなどが主な増額要因でございます。  

  次に、歳出でございます。  

  一般職の人件費でございます。予算書の２２ページの給与費明細書にありますと

おり、人件費総額は、給料、職員手当、共済費を合わせまして２億２ ,０５２万

７,０００円となり、前年度比３.８％、額にして８０８万円の増額となっておりま

す。 

  具体的には、新規採用職員を含めた職員異動、短期負担率のアップに伴う共済費

の増額、さらに一般職以外では、各施設や障害者支援ネットワーク事業におけるア

ルバイト、臨時職員の増員などによるものが主な増額理由でございます。しかし、

平成２４年度から始まるプロパー職員体制に向けて、職員の自立、中長期的な定員

管理に基づき、より一層人事管理の充実を図ってまいりたいと考えております。  

  次に、若竹苑の改修工事として、屋根のふきかえと生活介護事業のトイレの設置

工事の実施に伴う経費も増額の原因となっているところでございます。その他民生

費の若竹苑関係では、障害者自立支援法と今後の事務事業の展開を見詰め、さらな

る充実を図るため、事業の内容を精査し、計上しております。  

  介護障害審査関係では、新たな審査員のもとで介護保険認定、障害程度区分認定、

ともに公平、公正な判定が行えるよう円滑な運営のための経費を計上しております。  

  ポニーの学校につきましては、利用児増加への対応として、今年も引き続き療育

内容を充実させるためにアルバイト指導員の雇用による療育補助を行うなど、効果
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的で有効で丁寧な療育に向けての経費を計上いたしました。  

  以上が、平成２３年度の予算概要でございます。なお、詳細は、事務局長及び各

所属長の方からご説明させていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○森田俊尚議長 上田事務局長。 

○上田久幸事務局長 それでは、私の方から、平成２３年度乙訓福祉施設事務組合一

般会計予算案、歳入関係についてご説明させていただきます。なお、歳出につきま

しては、各担当課長、施設長が説明いたしますのでよろしくお願いいたします。  

  それでは、事項別明細の７ページから始めたいと思います。 

  款１分担金及び負担金、第１項分担金、第１目市町負担金、２億５ ,９５８万

５,０００円で、前年度に比べ２５万５,０００円の減でございます。内容につきま

しては、歳出では投資的経費を除く通常経費で、前年度比約８００万円の増となり

ましたが、歳入では施設の支援費の加算収入増により約８３０万円の増収となりま

した。これらを相殺により、市町分担金は若干減額になったということでございま

す。 

  第１節市町分担金１億８,４０７万４,０００円で、４３３万３ ,０００円の増で

ございます。 

  第２節介護保険分担金は７,５５１万１,０００円で、４５８万８,０００円の減

でございます。なお、市町分担金の算出方法につきましては、予算書の３０、

３１ページにそれぞれ内訳を掲載しておりますのでご高覧いただきますようよろし

くお願いいたします。 

  第１款分担金及び負担金、第２項負担金で、１億６２８万６ ,０００円で、

８３０万円の増でございます。これは若竹苑、ポニーの学校ともに制度改正に伴う

各種の加算費の収入が加わり、前年より増となりました。  

  第１目障害福祉サービス事業負担金、８ ,４９２万３ ,０００円で、３７９万

２,０００円の減でございます。  

  第１節就労移行支援事業負担金、８９６万８,０００円の減、これは先ほど管理

者の諸報告にもございましたように、トライアル雇用の２名が３月から正式採用と

なりました。一方、有期限制度切れの苑生につきましては、障がい者就業・生活支

援センターアイリスの指導で、就労を前提とした職場実習に１名、事業変更、就労

継続Ｂに、それぞれ１名、よって、予算計上時では１名計上しておりましたが、

４月からは人員はゼロの予定でございます。なお、該当者が出た場合の対応につき
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ましては、対応できるような体制を整えております。  

  第３節就労継続支援事業市町負担金、６,２８７万３,０００円で、１,８３３万

４ ,０００円の増でございます。これは利用者の増で、４月１日の予定人員は

４１名であり、内訳は向日市１０名、長岡京市２２名、大山崎町６名、京都市３名

でございます。 

  第５節生活介護事業負担金、１,８０９万３,０００円で、５７万７,０００円の

増でございます。これは障害程度区分に基づき、障害程度区分６が２名、障害程度

区分５が３名、障害程度区分３が１名の計６名でございます。  

  なお、第２節、第４節、第６節につきましては、事業に係る負担金及び給食自己

負担金でございます。 

  ８ページをお願いいたします。  

  第２目地域生活支援事業負担金、４４万６,０００円で、１３５万円の減でござ

います。第１節地域活動支援センター利用者負担金で１２５万２ ,０００円、第

２節日中一時支援事業利用者負担金で９万８,０００円の減、内容は利用者の負担

金の無料化に伴うものでございます。  

  第３目児童デイサービス事業負担金、２ ,０８８万７ ,０００円で、５８５万

８,０００円の増でございます。内容は、加算科目の増加に伴いまして加算費の増

額に伴うものでございます。  

  なお、４月からの予定人員は１０８名でございます。内訳につきましては、向日

市が３７名、長岡京市が６５名、大山崎町が６名でございます。なお、待機児童は

ございません。 

  第４目介護保険認定事業、３万円、これは昨年度と同額でございます。  

  第２款府支出金、第１目民生費補助金、５００万円、これも昨年度と同額でござ

います。 

  第３款財産収入、第１目利子及び配当金、１万５,０００円、これは財政調整基

金、施設整備基金の利子ということでございます。  

  第２目物品売払収入、４９６万８,０００円でございますが、これは若竹苑の授

産収入の見込みでございます。  

  第５款諸収入、第１目雑入で１６６万９ ,０００円、これは給食費等でございま

す。 

  第６款繰入金、第１目施設整備基金繰入金、１,６６６万１,０００円、これは先

ほど管理者の諸報告にもございましたように、予算の説明にございましたように、
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若竹苑の施設改修工事の財源として施設整備基金を取り崩すものでございます。改

修を行う場所につきましては、若竹苑の屋根部分、それから生活介護事業にトイレ

の設置を計画しております。  

  以上、簡単でございますが、歳入についてご説明を終わります。 

○森田俊尚議長 谷川総務課長。 

○谷川康信総務課長 引き続き、歳出につきましてご説明申し上げます。  

  最初に、全体の給与費についてご説明いたします。  

  まず、職員数でございますが、アルバイト等非常勤職員を除きまして、前年度か

ら１名増の３０名でございます。嘱託の局長が１名、正規職員が２９名、内訳とし

て総務課が５名、若竹苑１３名、介護障害審査課３名、ポニーの学校８名となって

おります。なお、正規職員定数は３０名でございます。  

  それでは、お手元の２１ページの給与費明細書をごらんください。 

  まず、特別職からご説明いたします。特別職の人数は、管理者等３名、議員９名、

その他８２名の合計９４名で、前年度と同数でございます。その他の内訳といたし

ましては、公平委員会委員３名、監査委員１名、情報公開・個人情報保護審査会委

員５名、嘱託職員５名、嘱託医２名、介護保険認定審査会委員５６名、障害程度区

分認定審査会委員１０名となっております。  

  それら特別職の給与等の総額は４,０１７万８,０００円で、対前年度比２.０％、

８０万２,０００円の増となっております。その理由につきましては、嘱託職員の

報酬及び社会保険料の改定によるものであります。 

  次に、一般職の給与費をご説明させていただきます。２２ページの一般職総括表

をご覧ください。 

  先ほど、管理者のご説明にもございましたように、一般職の給与総額といたしま

して、金額で８０８万円の増額となりました。その主な理由といたしましては、次

のページの増減額の明細のとおり、新規職員の採用含めた職員の異動等によるもの

でございます。 

  以上の結果、特別職及び一般職を合わせた給与費総額は２億 ６ ,０７０ 万

５,０００円となり、２２年度当初予算と比べ３.５％、８８２万１,０００円の増

でございます。なお、給与及び職員手当等の状況につきましては２４ページ以降に

記載のとおりでございます。以上が人件費の概要でございます。  

  それでは、引き続き、総務課所管の歳出予算につきましてご説明申し上げます。  

  戻りまして、１１ページをご覧いただきたいと存じます。  
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  款１議会費の総額は１６７万３ ,０００円で、前年度より４５万円、率にして

２１.２％の減であります。その主な理由といたしまして、平成２３年度の議員視

察研修を日帰り研修として実施することによるものでございます。  

  次に、款２総務費につきまして、ご説明申し上げます。  

  まず目１一般管理費の総額は５,７５３万９,０００円で、対前年度比３.８％、

２１１万２,０００円の増となりました。  

  それでは、一般管理費につきまして、特に主だった内容につきましてご説明申し

上げます。総務費の職員給与費は、対前年度比６.３％、２４３万２,０００円の増

額となっております。これは事務職員の新規採用及び局長の報酬、また短期負担率

のアップによる共済費の増などがその主な理由でございます。  

  １２ページ、節１１の需用費の修繕料でございますが、全体的な施設の修繕に対

し、緊急に対応できるようにその経費を計上いたしました。  

  節１３の委託料では、庁内ネットワークシステムの維持管理とセキュリティ保持

のため、新たに保守業務委託料を計上しております。  

  節１４使用料及び賃借料では、事務機器等借上料として、庁内ＬＡＮによる事務

処理の合理化を推進するためのパソコンやコピー機等の事務機器類の新旧更新や、

増設等に伴うリース料を増額計上いたしました。  

  節２７公債費では、公用車４台分の自動車重量税を計上いたしました。ちなみに

昨年度は１台分でございました。  

  その他につきましては、前年度と内容的に大差はございませんので説明を省略さ

せていただきます。以上が、一般管理費の主な内容でございます。  

  続きまして、目２の基金費でございますが、これは歳入予算の款３項１の基金運

用利子収入分として１万５,０００円を基金へ積み立てるものでございます。また

目３公平委員会費は、委員会開催経費を例年どおり見込んでおります。 

  次に、項２、目１の監査委員費でございます。例月出納検査、定期監査、決算審

査等の開催経費として、昨年と同額の２０万１,０００円を計上いたしました。以

上、款２総務費の概要説明といたします。 

  次に、ページが飛びますが、１７ページをお開きください。 

  款３、項１、目５、障害者相談支援ネットワーク事業費につきましてご説明申し

上げます。京都府の補助事業でございます障害者相談支援ネットワーク事業を実施

するための経費として、対前年度比２ .７％、１５万９ ,０００円を増額し、

５９９万９,０００円を計上いたしました。  
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  これは円滑な事務事業を進めるために雇用しておりますアルバイト職員の賃金を

増額したことによるものでございます。その他は、特段前年度と大きな変更はござ

いません。 

  続きまして、２０ページ、款４、項１公債費でございます。ポニーの学校等建設

に伴う地域活性化事業債の借入元金及び利子償還分合わせまして１ ,７９７万

３,０００円を計上いたしました。  

  以上で総務課の所管に係ります平成２３年度一般会計予算の概要説明とさせてい

ただきます。 

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 続きまして、１３ページ、款３民生費、項１社会福祉費の

うちの乙訓若竹苑に係る予算概要についてご説明いたします。  

  目１事業管理費の総額は１億４,６０９万７,０００円で、平成２２年度当初予算

と比較いたしまして２,６５３万３,０００円、率にして２２.２％の増でございま

す。その主な理由は、職員の人件費及び工事請負費の増でございます。工事に関し

ましては、屋根の改修及び生活介護用便所の新設を予定しております。  

  それでは、職員の人件費を除きまして、主な内容についてご説明いたします。  

  節１報酬は、嘱託医の報酬及び嘱託職員の報酬であります。  

  次に、節７賃金は、看護師賃金及び常勤換算で週６.９人分の非常勤職員の賃金

であります。 

  節８報償費につきましては、講師謝礼であります。新規の苦情解決第三者委員謝

礼１万円を計上いたしております。若竹苑に来ていただく場合等、交通費が発生す

る場合の経費として交通費相当額ということで５ ,０００円が１回分でございます。  

  節９旅費、節１１需用費、節１２役務費につきましては、大差ございません。 

  節１３委託料につきましては、若竹苑施設改修工事の設計監理委託料１９０万円

を計上しております。 

  節１４使用料及び賃借料では、利率の減により３５万２,０００円の減となって

おります。 

  節１５工事請負費では、屋根改修工事として１ ,２９２万２,７１７円、生活介護

便所新設工事としましては１８３万７ ,５００円、計１,４７６万１,０００円を計

上いたしました。 

  節１８備品購入費、節１９負担金補助及び交付金は大差ございません。  

  目２障害福祉事業費につきましては、総額は５９１万４ ,０００円で、平成
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２１年度当初予算と比較しまして５万６,０００円、０.９％の減となっております。 

  節１１需用費は、トータルで９万円の減でございます。  

  節 １ ２ 役 務 費 に つ き ま し て は 、 利 用 者 の 工 賃 の 増 に 伴 い 前 年 度 よ り ４ 万

８,０００円の増となっております。  

  節１４使用料及び賃借料では、利用者の日帰り旅行に同行いたします職員の入館

料等を計上いたしております。  

  節１６原材料費では、ヒノキの板やピンチ等の材料費を計上いたしました。 

  節１８備品購入費では、生活介護事業で使用いたしますイス、また就労継続で使

用しますポップコーン製造機を計上いたしております。  

  以上、若竹苑の予算説明とさせていただきます。 

○森田俊尚議長 土井介護障害審査課長。 

○土井敏弘介護障害審査課長 それでは、続きまして、介護障害審査課所管分につき

まして、ご説明させていただきます。  

  ２３年度は、要介護認定の申請件数を年間５ ,７０６件と見込んでおります。今

後も公平、公正な二次判定を行い、介護保険の円滑な推進を図ることを目的として

この予算を計上させていただきました。  

  予算書は１６ページをお開き願います。  

  最初に、目３介護認定事業費でございますが、総額で７,５５４万１,０００円で、

前年度と比較しまして４５８万８,０００円の減、５.７％の減でございます。減額

の主な理由といたしましては、人事異動によります人件費の減額によるものでござ

います。 

  それでは、主な経費についてご説明させていただきます。 

  節１報酬では、介護認定審査会委員の報酬１,７２８万円で、前年度と同額でご

ざいます。現在の審査会委員の任期が本年３月末までとなっておりますことから、

既に各関係機関から委員の推薦を受け、４月から新たなメンバーでスタートさせて

いただきます。 

  審査会の体制につきましては、２２年度と同様に１審査会当たり５名の審査員で

審査いたしまして、８合議体それぞれ月２回の審査会の開催を予定しております。

審査会につきましては、月に１６回、年間１９２回の審査会開催を見込んでおりま

す。 

  次に、飛びまして節８報償費でございます。２,４５７万２,０００円で、前年度

と比較しまして７２万５,０００円の増、率にしまして３％の増でございます。こ



 

―19― 

れは要介護認定の申請件数を前年度より９９件の増、５,７０６件と見込んでおり

ますことから、主治医意見書作成料の増によるものでございます。 

  次に、節１４使用料及び賃借料では、要介護認定支援システム借上料、６９７万

５,０００円を計上いたしております。現在、使用しておりますシステム機器につ

きましては、平成１８年４月から本年３月末までの５年間のリースの契約をしてい

るものでございます。 

  ２３年度にリース契約を更新することに当たりまして、使用機器の消耗度やシス

テムメーカー等の変更につきまして、各市町の方と検討を行いました。機器の消耗

につきましては、プリンター、スキャナーなど、使用頻度も非常に高く、再リース

に耐えることができないというふうな判断になりました。  

  また、システムの変更につきましては、他メーカーのシステムでも行いまして、

現行システムとの比較検討を行い、その結果、過去のデータ移行等いろんな問題な

どから、現行システムで更新するということに決定いたしました。  

  額につきましては、機器及び保守費等を見直しまして、前年度までと比べまして

５２万８ ,０００円の減で計上いたしております。なお、５年のリースとして導入

を行うために、３ページに債務負担行為を計上いたしております。そのほか、需用

費等事務経費につきましては、見直しを行いまして、減額させていただいておりま

す。 

  続きまして、目４障害程度区分認定事業費でございます。年間２１４件の障害程

度区分認定申請を見込んでおります。介護と同様に公平公正な二次判定を行いまし

て、障がい福祉の円滑な推進を図ることを目的として予算を計上いたしております。

総 額 で １ ,２ ０ ６ 万 １ ,０ ０ ０ 円 で 、 前 年 度 と 比 較 い た し ま し て ２ ３ ４ 万

５,０００円の減、率にしまして１６.３％の減でございます。 

  この減額の主な理由といたしましては、現在、使用しております障害区分認定支

援システムを再リースすることによりまして減額するものでございます。  

  主な経費につきまして、ご説明させていただきます。  

  節１報酬では、障害程度区分認定審査会の委員報酬２１６万円で、前年度と同額

でございます。審査会の方は１審査会５名の審査員で審査しまして、２合議体それ

ぞれ月１回の審査を行います。年間２４回の審査会の開催を見込んでおります。  

  続きまして、節８報償費では、かかりつけ医の医師意見書作成料としまして

１０６万８,０００円を計上しております。報償費全体で、前年度と比較しまして

２万８,０００円の減、率にして２.５％の減となっております。  
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  次に、節１３委託料及び節１４使用料及び賃借料でございますが、障害程度区分

認定システムの方のリースが、先ほど申しましたように２３年６月末で切れること

から、期間後１年間再リースといたします。このため、２３年４月から６月までの

借上料と７月以降の１年間の再リース料、合計１９２万９ ,０００円と、再リース

期間の２４年３月までのシステム保守料、ソフト使用料２３４万円を計上しており

ます。 

  以上で介護障害審査課所管分についてご説明させていただきました。よろしくご

審議賜りますようお願いいたします。 

○森田俊尚議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長  引き続きまして１８ページでございます。目１児

童 デイサービス事業費についてご説明いたします。予算総額は ７ ,１１７万

７,０００円で、平成２２年度当初予算と比較いたしまして３５１万５,０００円、

率にして５ .２％の増となっております。その主な理由は、人事異動による人件費

の増によるものでございます。  

  それでは、人件費以外で、平成２２年度と比較して増減のある主な経費について

ご説明いたします。 

  １９ページ、節８報償費をご覧ください。ケースの理解をより専門的に深め、療

育に生かしていけるよう、各種療法士とのケース検討会や研修を計画いたしました。

１０万円でございます。また、若竹苑と同様に、苦情解決第三者委員の謝礼を

５,０００円計上しております。  

  節１８備品購入費でございます。２３年度より４年計画で老朽化した療育用備品

等の買いかえを計画しております。２３年度は数が足りず、古い物入れを代用して

いる利用児用の下駄箱の購入をいたします。４０万円でございます。  

  節１９負担金補助及び交付金では、専門研修として、最新の情報を取り入れてい

きたいと考えておりますので、治療教育講座というのを新たに加えたいと思ってお

ります。５万円を計上いたしました。他については２２年度と大差ございません。  

  以上が、児童デイサービス事業費の主な内容でございます。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○森田俊尚議長 説明が終わりました。  

  これより質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  

  朝子議員。 

○朝子直美議員 １５ページで、今年度、若竹苑の施設改修が計画されているんです
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けれども、屋根の修繕とか建物の管理で、何年ごとにこういうところを直していく

とか、そういう計画を多分立てておられるんじゃないかなと思うんですけれども、

この資料を見せていただいて、その計画のとおりにこれをやりますということであ

ったんですけれども、そういった全体的な今後の計画の内容とか、もしわかったら、

ざっとでいいんですけど、ちょっとお知らせいただけたらと思います。  

○森田俊尚議長 藤本主幹。 

○藤本正次総務課主幹 ２３年度につきましては、先ほど申しましたように、屋根の

改修、それから生活介護室のトイレ設置、以後ですけれども、当面５か年の計画を

立てておりまして、若竹苑の就労継続という事業がございます。そこの部屋の空調

がかなり弱っておりますので、そちらの空調の改修、また若竹苑の玄関周り等の改

修、門扉等の改修、その辺が今考えておるところでございます。 

  あと、細かいところについては、もろもろ尐しございますけれども、大きなとこ

ろではそのあたりを今現在考えさせていただいております。  

○森田俊尚議長 朝子議員。 

○朝子直美議員 外壁とかそういうのって、塗りかえみたいなとか、よく、どうして

も建てた後に、そういう何年かに１回とかの、やっていかないとどんどん逆にすご

く老朽化が進んでいって、後で大きなお金がかかるということがあってはいけない

んじゃないかなということの観点で聞いているんですけども、そういうのもまた今

後考えておられるんですか。  

○森田俊尚議長 藤本主幹。 

○藤本正次総務課主幹 おっしゃるように、こういった建物の場合、屋根、外壁ある

いは水周りというのが、比較的、定期的に保守をしていかないと、長期にわたる維

持においては必要なことであろうかと思っております。  

  先ほど申しました５か年の中に、今のところ外壁のことは入っておりませんけれ

ども、おっしゃるように、当然検討していかなあかん部分ではないかなというふう

に考えております。 

○森田俊尚議長 朝子議員。 

○朝子直美議員 またぜひ計画を、中長期で、もちろん予算のことあると思うんです

けども、計画は計画としてつくって、維持管理というのは努めていただきたいなと

思います。 

  それから引き続き、先ほど、多分歳入の方の説明の中だったと思うんですけれど

も、就労移行支援の利用者の方が、期限切れで移籍云々という、多分お話があった
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ように思ったんですけども、その中身、これは自立支援法にのっとって、そういう、

何年間かの間に就労が、一般雇用とかそういうのができなければ云々というのがき

っとあったんだなと思うんですけども、その行かれたところの利用者さんとのお話

し合いとか、その経過ですね、そのあたりをもうちょっと詳しく教えていただけた

らなと思うんです。 

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 就労移行でございますけれども、現在は３名ですけれども、

２月までは５名在籍しておりました。そのうちの２人は、先ほど報告されましたよ

うに、西山短期大学の方に雇用されるということになりました。１名につきまして

は、有期限ということで、若竹苑のＢを選択されたということでございます。  

  もう１名については、若竹苑Ｂの作業内容が、その人には余り適切ではないと言

いますか、そういうふうに判断されたものですから、その人に合った事業所という

ことで、探しまして、八幡市の方の事業所の方へお世話になるということが決定を

いたしました。 

  １名につきましては、やはり有期限で退所ということになりますが、アイリスさ

んの方と連携を取りまして、そちらの方に所属していただくと。そして、アイリス

さんの方から企業の方に実習に出るという形で、４月以降対応しようというふうな

話になっております。 

○森田俊尚議長 朝子議員。 

○朝子直美議員 この有期限ということで、一定期間があらかじめわかっていること

なんですけれども、それについての、そういった、一般就職なんかができれば一番、

もちろん目指しているからいいと思うんですけれども、それをできなかったりとか、

そういうところでのいろんな利用者さんとか、保護者の方との、いろいろ納得して

決めていくことの、かけはる時間とか、いろんな不安とか不満とか、そういうこと

って、どのような感じで出てるんですかね。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 就労移行の期限は一応２年間ということになっております。

就労に結びつく可能性がありそうということで、１年間延長し、３年が一応現在の

期限ということになっております。  

  これまでも、有期限で移行を利用できなくなった方につきましては、もちろんご

本人の考え方、それからご家族の考え方、そしてそれを取り巻く関係者の考え、そ

ういったものをお互いに出し合って、話し合いをし、その人の進路を決めるという
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ふうな形でやっております。  

  中には、やはりさらに就職に向けて頑張りたいというような気持ちを持っていら

っしゃる保護者の方なんかもいらっしゃいますけれども、そこもやはり話し合いの

中で、ベストではないかもしれないけども、ベターな選択という形で方向性を出す

ようにしております。 

○森田俊尚議長 朝子議員。 

○朝子直美議員 ありがとうございます。あと、１２ページのところに、健康診断、

もちろん毎年やってもらってるとは思うんですけども、職員の特別健康診断という

のがありまして、こういったお仕事で、いろいろ体を使われるお仕事ということで、

項目がちょっとわからないですけども、こういったいろんな健康診断の中で、介護

の仕事だと腰痛とか、そういうことがあったり、いろんなことがあると思うんです

けど、職員さんの健康状態のことで、特徴的なこととか顕著なこととか、もしあれ

ば教えていただきたいです。  

○森田俊尚議長 藤本主幹。 

○藤本正次総務課主幹 一般健診については全員対象でさせていただいております。

これはもうどこの事業所でも一緒かと思いますけれども、あと、それ以外に特別健

診ということで、施設の指導員の方に受けていただいております。具体的には、腰

痛、頸椎等の検査を、特にその施設の中でも身体介護をされてる部署の方とかを中

心にさせていただいております。  

  特に今現状でそういった病状を抱えている方というのは、お聞きしてはおりませ

んけれども、予防とかいうことの観点から、そういった面でさせていただいており

ます。 

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 私もとりあえず１点目はまず伺いたいんですけど、今机上に配ら

れております乙訓若竹苑及び乙訓ポニーの学校に関する要望書の、この２点目の日

中一時支援事業についてなんですけれど、この予算資料の方の１０ページを見ます

と、生活支援部門と就労支援部門に分かれておりまして、生活介護６名、これは今

年度も既に６名が決まっておられるということで、地域活動として定員が１５名、

登録は１８名、日中一時は１回の定員が３名なんですけれど、登録は３７名という

ことを先ほど伺いました。  

  それで、日中一時支援事業については、各市町の議会にもこの要望書が出されま

したので、私もこの要望書を拝見したときに、ちょっと実態を知らねばと思って、
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今、日中一時支援事業をやっておられる事業所が乙訓ひまわり園と若竹苑ですので、

ひまわり園も若竹苑もそれぞれ内容としては若干違って、ひまわり園は定員が４名、

若竹苑は定員が３名で、ひまわり園は幼児から受け入れておりまして、若竹苑は中

学生からというふうな違いがあるということもあると思うんですけれど、若竹苑は

１２月の段階で利用枠として６１８回と言いますか、１日３回ですので、開いてお

られる火から土までをやると６１８回のところが、利用回数が３２３回ということ

で、５割ぐらいが利用されているという状況だったんです。  

  それで、必ずしもその日が満杯になる日ばかりではなくて、利用者の方の状況と

して重なる日もあるでしょうし、なかなかその日にはもう預けない日とか、いろい

ろこの日中一時支援事業についてはあると思うんですけれど、二市一町全体でもそ

うだと思いますし、長岡京市のアンケートを見ても、短期入所とか日中一時支援事

業の受け入れ先の増加というのが、すごく希望が出てるわけです。  

  今、私がちょっと知ってる方でも、短期入所せざるを得ないという、ご家庭の事

情でなってしまって、もう走り回っておられる方もおられます。やっぱりご両親の

ことを考えれば、こういう受け入れ先としての日中一時支援事業ということも、こ

れから放課後の子どもたちのケアということにも、とても大事になってくるんじゃ

ないかと思っております。  

  それで、乙訓若竹苑として１９年度に日中一時支援事業を開設されてから、当初

はなかなかこういうのを開設しても、こういうのは口コミとかいろいろありますの

で、すぐというのはいかないものでございますので、１９年度から２２年度の現時

点までの日中一時支援事業の数字というのをちょっと、どんなふうに変化してきた

かというのを、まず１点伺いたいんですけれど。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 平成１９年度から日中一時支援事業を開始いたしまして、

初年度であります１９年度は、延べ利用者数が８２人でございました。そして時間

数としましては３６６時間でした。２０年度は１２３人の利用で時間数が６５０時

間、２１年度は１４９人の利用で、時間数は８３０時間、そして２２年度、３月ま

だ終了しておりませんので見込みですけれども、１７７人の利用で１ ,０７８時間

になる見込みでございます。  

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 私は長岡京市から出てきております乙福の議員でございますので、

ちょっと長岡京市の状況をご報告させていただきましたら、日中一時支援事業につ



 

―25― 

いては、第２次障害福祉計画第２期計画では、２３年度が見込みを大体１９２時間

というふうに立てておったんですけれど、既にもう１月の段階で１９８時間という

ふうに、見込み数を現に超えてるという現状があるわけです。  

  それで、今後本当にこういう、きつい言葉で言えば無縁社会になって、もうお母

さんやお父さんが、頼める相手もなかなかないというふうなことの中で、障がい児

を頑張って育てていくという場合に、こういう公的な形での、それは民間、公の施

設を問わず、公的なサービスというのが今後本当に大事になってくる、それでこそ

障がい児者を地域で本当に見守っていくということにつながっていくんじゃないか

と思っております。 

  それで、日中一時支援事業は、今のところは１か月１０時間、年間１００時間の

サービスを利用できるわけですけれど、２３年度から利用時間を増やすということ

も伺っております。そうすると、時間も増える。それで、やはりそうなると、公の

サービス、それは民間、こういう公的な、若竹苑も含めて、サービスをどういうふ

うな形で増やしていくかということを考えていかねばならないというふうには私も

思いますし、職員の皆さんもそのように思っておられると思うんですけれど、この

要望書の２番の、日中一時支援事業を夕方の時間帯や土曜日等、ポニーの学校施設

も活用し、小学生も利用してくださいということが、要望書の２番の大きな課題と

なっているわけです。 

  小学生の利用をこれからどんなふうに二市一町で受け入れを考えていくかという

のは、すごく大きな課題だと思います。それと同時に、中学生以降も、特に思春期

になってきた場合に、どんなふうにこれから扱っていくかということも課題だと思

うんですけれど、若竹苑のこの日中一時支援事業として、今後どんなふうな形で、

２３年度以降、この地域ニーズの中で展開していこうと考えておられるかというこ

とを、ちょっと伺いたいんですけれど。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 議員ご指摘のように、６１８回利用できるところを約５割

というふうな利用状況となっております。年々延べ利用者数とか時間数は２０％、

３０％という形で伸びております。しかしながら、まだ若竹苑については余裕がご

ざいますので、ぜひいろんな方たちに利用していただきたいというふうに考えてお

ります。 

  現状では大人の施設ということで、小学生の受け入れについては対応しておりま

せんけれども、圏域にそういう課題がございますので、また二市一町ともよくこう
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いった内容については話をしていきたいというふうに考えております。  

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 こういう圏域の課題が大変大きくなっており、こういう要望書も

出ている中で、現にもう２３年度もこういう利用数が見込みよりも増えているとい

う現状の中で、今後、対応として小学生の受け入れ、ないし今のこの利用枠をでき

るだけ増えるように、乙訓として連絡を密にとりながら、前向きに取り組んでいく

ということを今後もぜひお願いしたいと思いますので、とりあえず終わらせていた

だきます。 

○森田俊尚議長 武山議員。 

○武山彩子議員 私も、尾﨑議員と同じ、この要望書も見させていただいたり、実際

に、例えば向日が丘養護学校の中等部に通われている子どもさんの親御さんから、

お話を伺ったりとかしてますと、本当に日中一時のデイサービスを、例えば夏休み、

春休み、冬休みに、おうちにお子さんがいらっしゃる場合に、もちろん愛情を注い

でおられるし、大切に育てていきたいというふうに思っていらっしゃるんですけれ

ども、思春期に入ってきて、本当に不安定なところが、親御さんに全部負担がかか

ってくるというのは、すごく、やっぱり子どもも親も精神的にも肉体的にも大変だ

ということで、窮状を訴えていらっしゃって、何とか、養護学校に向けてで言えば、

京都府に向けてで言えば、学童保育のようなものをつくってほしいということでも

あるし、で、乙訓圏域の事業所さんとか、そして乙福の組合に向けては、やっぱり

この日中一時の支援サービスというのを広げてほしいというのが、思いとして本当

によく伝わってくるんです。  

  先ほど、二市一町とも協議をして、圏域の課題として話し合っていきたいという

ことなんですが、例えば、要望書の中にも入ってますように、部屋が狭いため時間

がうまく過ごせずということも具体的な課題として保護者の方が書かれているんで

すけれども、若竹苑が若竹苑の日中一時支援事業をしていくのに当たって、ほかの、

やっぱり公の施設ですから、公の組合ですから、そういう二市一町との連携という

のは、本当にとりやすいし、そこに役割があるんだろうなというふうに思ってまし

てね。 

  例えばその二市一町の話し合いの中で、民間の事業所ももちろん頑張っていただ

いてるんですが、必要なニーズにできるだけ早くこたえていくために、人は何とか

しましょうと、できることになったときに、場所の確保をね、すぐにできるのは、

やっぱり公の施設の、大事な意味があるんじゃないかなと思っていて、例えば生活
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介護事業を若竹苑が担われたときも、やっぱり供給量が間に合わないというときに、

とにかく若竹苑でやりましょうということで、されたという実績もありますので、

そういうことにこたえていけるように、そういう具体的なことで二市一町と詰めて

いただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 公的な施設であるので、場所の確保も取り組みやすいので

はないかというご指摘でございました。しかしながら、実際に、例えば生活介護を

やったときに、どういう取り組みをしたかと言いますと、それまで行っていた印刷

という種目、これ、従事する利用者がいなくなりましたので、そういう状況が続い

て、指導員が印刷をしているというような状況がありましたので、この際、その印

刷をやめて、その印刷室を指導室として使うというような、施設の中でも切り回し

の中で対応したというようなことでございます。  

  また、仮にさらに低年齢の部分について若竹苑がやるにしましても、やはり一定

悩まないといけない部分もたくさんあるのではないかなというふに思っております。

ありていに言いますと、場所としましても、若竹苑とポニーの学校しかないという

ような状況の中で、その中でどうやってそういう実行する部分を捻出していくかと

いうようなことについても、検討しなければなりませんし、場所の問題、そしてそ

れをサポートする財源の部分ですね、そういった部分についても十分にやはり、実

行するに当たっては話し合っていかなければいけないのではないかなというふうに

考えております。 

○森田俊尚議長 武山議員。 

○武山彩子議員 もちろんね、簡単に結論が出るわけではないですし、たくさん調整

もしていかないといけないこともあるというのは、十分理解をしているつもりなん

ですけれども、私が先ほど申し上げたのは、乙訓福祉施設事務組合というのがなぜ

公でやっているのかということの意味をしっかりと、二市一町も負担金出し合って

やっているわけですし、公でやっているからこそ人件費の確保であったり、財源的

に厳しいとおっしゃっても、民間の事業所さんが独自の努力でやられているのとは

また違って、二市一町で支え合ってこれだけの人件費出そうじゃないかということ

も十分できることだと思うんですね。  

  例えば、要望書の４番に書いてある、旧ポニーの学校の跡地ということも書いて

ありますが、ここを、またね、新たに乙福が何かしらの施設をつくるべきなのかど

うかというの、私も判断ができないんですけれども、そうやって公の施設の若竹苑
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の中だけではなくて、二市一町の中で、そしたらここの施設を利用できるんじゃな

いかとかね、そういうことが話し合えるのが公的な行政の強みだと思っているんで

す。 

  だから、本当に,実行する部分をどうするのかということが本当に難しいとおっ

しゃったのは、よくわかりますし、若竹苑独自の単独の判断ではやっぱり事業の範

囲を広げていくというのは、本当に困難なことがたくさんあると思うんです。  

  だから、二市一町の役割が非常に大きいんじゃないかなというふうに思いまして、

これは管理者でもあるし、向日市の市長さんでもある久嶋管理者にお聞きをすれば

よいのかなと思うんですけれども、ぜひこういう保護者の方の要望にこたえるため

に、ニーズをどうやって拡充していくのかというのは、行政としてしっかりと考え

ていただきたいなと思うんですけれども。  

○森田俊尚議長 上田事務局長。 

○上田久幸事務局長 ただいまの件でございますけれども、乙訓福祉施設事務組合を

運営するに当たっては、当然構成団体等々含めまして、運営協議会というふうな形

で組織をして、いろんな問題点を協議をする会がございます。その中に若竹部会、

ポニー部会、それから介護部会を設けまして、共通する課題についてそこで検討し、

どういうふうな形で取り組んでいったらいいかという方向を示すというふうになっ

ておりますので、今後は、部会の方でともに検討した中での方向性を示されたらと

いうふうに考えておりますので、その方向で進めていきたいと思います。  

○森田俊尚議長 常盤議員。 

○常盤ゆかり議員 今、ちょうど要望書の中で、ずっと各議員が質疑されたんですけ

れども、尐し、今、武山議員から出ました４番目の要望の、旧ポニーの学校の跡地

の今の状況をちょっと教えていただきたいです。これはずっとここでもいろんな話

をしていかなければならないですけど、今の状況をとりあえず。  

○森田俊尚議長 谷川総務課長。 

○谷川康信総務課長 今のお尋ねでございます。例年、ポニーの学校の跡地につきま

しては、この議会等でも質問があったりするところでございますが、まず、ポニー

の学校の跡地、平成１６年に移転をしたわけでございますけれども、その時点では

ポニーの学校移設特設委員会で今後の方向性を一定検討されたわけでございます。

そのときの決定といたしましては、やっぱり公共用地の処分でございますので、一

般的にマンションとかの宅地開発じゃなくて、できる限り社会福祉法に基づく福祉

施設というようなことを、また、できる限り法人格の事業者にお願いするとか、部
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分的な売却はしないというような形で、一定決められました。また、二市一町にも

用地活用に関しての調査とか、意見を集約されたり、行財政問題協議会並びに乙訓

の市町会の方でも、その辺のことを検討されたわけでございます。  

  その最初の時点では、２、３の事業者から申し入れがあったわけでございますけ

れども、公共用地の処分というような条件等、またその間開発の関係がネックにな

っ て い る よ う な こ と も ご ざ い ま し て 、 敷 地 と い た し ま し て は 約 ３ ０ ０ 坪 、

１,０００平方メートルを超えるわけでございますけども、入路が６メートル、そ

のうち２メートルは実は国有水路という形で、民間の開発業者がそこをやりますと、

４メートルの許可しかおりないということになって、建築面積は非常に、大幅に減

尐するということで、土地の利用価格が極端に低くなるというようなことがござい

まして、なかなかその辺が、民間の方にも踏み込んで、要は買いたいというような

ことができなかったということでございます。  

  また、６メートルにしようと思えば、その２メートル分の改修を事業者負担でや

らなければならないということでございます。これらについては、当然二市一町の

構成団体とも協議した中で、今のところですね、総合的に見て民間への売却、開発

は困難で、できたら、公共施設用地としての活用が現実的であろうと、ベターであ

ろうというような形でやってるわけでございます。それらにつきましては、決して

手をこまねいているわけではございませんで、構成二市一町と課題を共有して現在

に至っているということでございます。  

  できましたら、今後もですね、先ほど運営協議会の話が局長からもございました

ように、公共施設用地として活用いただけるような形で、積極的に構成二市一町と

協議して、早くこの問題を尐しでも一歩進めるような形でいきたいというように考

えているところでございます。 

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 先ほどの要望書、各議員もおっしゃいました要望書に、ポニーの

学校で小学生以上の児童デイサービス事業も取り組んでください。また、卒業後の

アフターフォローにも取り組んでくださいという要望が上がっております。  

  先ほど、障害者相談支援ネットワーク事業のところで、乙訓圏域障害者自立支援

協議会の地域生活支援部会等で、就学前の療育体制についての話があったというふ

うなこと、ちょっと報告されたと思うんですけれど、もうちょっとそれを具体的に

ご説明いただけますでしょうか。  

○森田俊尚議長 渡辺ポニーの学校施設長。  
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○渡辺三知雄ポニーの学校施設長  地域生活支援部会の中のこども小部会というもの

を２２年度につくりまして、そこで初年度として就学前のお子さんの療育について

検討をいたしております。  

  ２２年度につきましては、就学前のお子さんの状況がどうなっているのかという

現状把握がほとんどでございましたけれども、今現在、ポニーの学校も含めて、管

理者報告の中にもありましたように、１月現在で５名の待機を出すというような状

況でございますので、利用枠をどういうふうに確保していくのかというところで、

今現在話を進めているところでございます。  

  ２３年度はそこを具体的に、数も含めて、民間の利用とポニーの学校の利用、ど

んなふうにすみ分け等々も含めて、考えていくかということを、できるだけ具体的

に話をしていこうということになっております。  

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 やはり地域で本当に自分らしく、ないし子どもが彼ららしく生き

ていくというのは、幾つかサービスがあって、その中から選択できるということも、

とても大事だと思います。それぞれ尐しずつ、やはり同じ自立支援法に基づいてい

る障害福祉サービスにおいても、内容とか方向とか、それぞれ事業所によっての方

向もあるんじゃないかと思います。  

  児童デイサービス事業に関しましては、就学前を、ポニーの学校が待機が出ると

いう現状の中で、今伺ったところ、この待機をどういうようにしていくかというふ

うなことが重要だということをおっしゃいまして、本当にまたこれからも鋭意取り

組んでいただきたいと思うんですけれど、特に就学前から就学するという、特別支

援学校、特別支援学級、普通学級と、いろいろ子どもたちは行くと思うんですけれ

ど、とにかく学校という新しい、本当にすごい大波にのまれる中で、子どもたちが

そのまま療育をどこかで受けながら、本当に、ある意味ではすくすくと育っていく

ということが子どもたちの療育にとってとても重要じゃないかと思うんです。  

  私、この要望書が市町に出されたときに、ちょっと第１と第２のコラボネットさ

んのところにも伺って、いろいろ療育の様子とかを拝見したんですけれど、昨年の

１０月段階で、もっと増えてるということでしたけどそれ以後、乙訓圏内の小学生

が９７人、コラボネットさんを利用しておられました。ということは、やはり何か

の形で小学校に行っても、児童デイサービスを受けるということで、子どもたちが

いろんなサポートを受けながら育っていっているということではないかと思います。  

  ますますこれから児童デイサービス事業というのは重要になってくると思うんで
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す。この要望書にもありますように、小学生以上の児童デイサービスにも取り組ん

でくださいという、また卒業後のアフターフォローにも取り組んでくださいという

ことの中には、就学前から就学に向けて、どのようにフォローしたり、続けて療育

していくかということが重要だということが、この中にありありと、要望の気持ち

があるんじゃないかと思いますし、小学校、以前はここ、小学校行ったらここが中

心よというふうな感じじゃない、私はできれば、二つの児童デイサービス事業があ

るのが、本当に望ましいことやないかなと、個人的には思いました。  

  それで、ポニーの学校のこのような要望を受けまして、小学生以上の児童デイサ

ービス事業への取り組みとか、卒業後のアフターフォローとか、それについて、

２３年度以降、何かの形でこのポニーの学校としても検討していただきたいと思う

し、いくべきではないかというのが、この二市一町における障がい児の今後の大き

なニーズに対する答えではないかと思うんですけれど、その辺のポニーの学校とし

ての、２３年度以降の、何か、今おっしゃいましたように、とにかく待機児童を出

さないために、その取り組みが大きなことだと思うんですけれど、小学生の受け入

れ、ないし小学校に入った後のアフターフォローというふうなことも含めて、事業

所として何かお考えとか、取り組みとかということがあれば伺いたいんですけれど。  

○森田俊尚議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長 現状といたしましては、ポニーの学校は就学前ま

での療育を担当しなさいということで、担当してまいりました。  

  現実的には、小学校に入ったお子さんについても、これは各入る段階で担当して

おりました指導員それぞれになるんですけれども、空き時間と言うのか、療育と療

育の間で、時間のあるときには、その卒園児の方からお電話があって、実はこうい

うことで相談したいんだけれどもということもございます。それはもう個別に、事

業とはちょっと離れますけれども、中で時間調整をしながら受けているのが現状で

す。 

  それを事業としてやるという形では、今現在はできる体制ではございませんので、

それぞれの指導員の力量と言いますか、その時間的な余裕も含めてですけれども、

その中でこなしているというのが現状でございます。  

  それから、じゃあ今後どうするのかということにつきましては、先ほど、運営協

議会というお話もありましたが、ポニーの学校独自で考えられることではございま

せんので、やはり運営協議会の中で、二市一町のお考えも含めて協議をしていく中

で、小学生以上の児童デイについて、ポニーの学校の方向性をどうするかという話
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をしていければいいかなというふうに考えております。 

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 では、運営協議会の方でぜひ今年度、この児童デイサービス事業

の今後の方向、特にポニーの学校での今後どういうふうにしていくかということを、

ぜひ課題に上げて取り組んでいただくということを要望させてもらいまして。  

  次に、この要望書に出ております一つ目なんですけれど、若竹苑の利用者の親も

高齢化の傾向にあり、将来のことや日中活動以外の家庭での生活に不安を抱いてお

り、若竹苑もグループホームやケアホーム、短期入所、ホームヘルパー派遣、相談

支援事業等、２４時間の生活支援にも取り組んでくださいということが要望書で出

ております。 

  それで、二市一町の中でも民間の事業所というのは、それぞれショートを持って

いるところ、こういうホームヘルパーを派遣したり、ケアホームもそれぞれ取り組

んでおられるところですが、この若竹苑の親御さんとのお話し合いの中で、若竹苑

にずっとこうして、今年度は特に就労支援Ｂの方は４１名だということは、本当に

多分ここでずっと、若竹苑で就労支援Ｂのサービスを受けながらという、親御さん

の中にはずっと若竹苑に行って、その後やっぱり２４時間の、この地域での生活に

ついての不安も出てきておられるんじゃないかと思うんですけれど、その辺につい

て、親御さんからのお声とかというのはどうなんでしょうか。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 若竹苑では、昨年の１０月に保護者の会、若竹会と言いま

すけれども、そこから、グループホームやケアホームについて勉強したいので、と

いうお話をお聞きしました。そういう場を持ったわけでございます。  

  それで、約２０人ぐらいの保護者の方がそこに参加されておりました。どの方も

やはり今後のことを考えれば、グループホーム、ケアホーム、そういうものが欲し

いというか、圏域にもっとあったらいいなというご希望を語っていらっしゃいまし

た。 

  この問題については、要望書の方は、公である若竹苑であったりという表現にな

っておりますけれども、やはり圏域全体の課題に現在なっております。乙訓圏域自

立支援協議会でも、２１年度はグループホーム、ケアホームについて１年間の協議

を行いました。また、今年度につきまして、短期入所について、既にそういう小部

会も設けて、この圏域の状況について、今話し合いをしているところでございます。  

  やはり若竹苑の施設長であります私といたしましては、圏域のそういう課題に、
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若竹苑がどういう形で参与できるのかという立場で自立支援協議会等に出席をし、

また意見も申し上げているところでございます。  

  今後も、そういう課題から、若竹苑としても逃げることなく、やはりしっかりと

考えていかなければいけないのではないかなというふうに考えております。  

○森田俊尚議長 尾﨑議員。 

○尾﨑百合子議員 管理者、副管理者もいらっしゃるというこの場で、お伝えと言う

か、やはりどこの事業所に通ってる親御さんも、やはり自分が老いた後どうなって

いくか、どの親御さんもほろっと漏らされておられます。  

  その中で、親御さんが力を合わせ、事業所と一緒になってケアホームやショート

をつくっていこうと、今各事業所でやっておられるという現状の中で、もちろん圏

域として、全体として考えていくということは、もう大変重要で大きな課題だと思

いますけれど、今、施設長がおっしゃいましたように、逃げることなく、その中で

若竹苑としても課題にかかわっていきたいという、お強いお言葉をいただけて、本

当にこれは各事業所が、公であれ民であれ、それぞれその親御さんたちの願いを地

域としてどういうふうに実現していくかという大きな課題だと思いますので、どう

ぞこれからもその課題について、乙訓圏域なら圏域で話すときに、若竹苑としては、

できることは何かということを考えていただくということを要望させてもらいます

ので、よろしくお願いします。  

○森田俊尚議長 武山議員。 

○武山彩子議員 同じ、若竹苑を利用されている方のグループホームやケアホームの

ことについてと、あと、ポニーの学校の児童デイサービスのことについて、２点お

聞きしたいんですが、１点目の若竹苑がどのようにかかわっていくのか、逃げるこ

となく考えていきたいというふうに施設長さんおっしゃってて、例えば２３年度と

かで、今現在やっぱり差し迫った課題になってきていると思いますので、尐なくと

も若竹苑の利用定員数を見たときに、グループホームやケアホームの供給しなけれ

ばいけない枠と言うか、それを若竹苑がつくるのかどうか別にしても、このぐらい

の人数を、きっちりと生活を見られるような、そういう住まいの確保ですね、を、

していく必要があるということとかは、２３年度にとか、今までも考えて、数字と

して出していかれてきたことがあったのかということ、もしなければ、そういう必

要がないのかなということを、お聞かせいただきたいんですが。 

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 現在、具体的な数字というのは持っておりません。グルー
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プホーム、ケアホームにつきましても、いろんな考え方がございます。そこをつい

の住みかとして考えるような考え方もありますし、ある時期、やはり生活経験を積

んでいく、そういう場としてグループホーム、ケアホームをとらえるという見方も

ございます。 

  ですから、どういう見方をするかによって、やはりそこに出てくる人数というの

は異なってまいるというふうに考えております。現状では、どういう見方に立ちま

しても、具体的な数字というのは把握しておりません。 

○森田俊尚議長 武山議員。 

○武山彩子議員 ぜひ、利用者さんと保護者さんと、で、言うたら公の事業所という

か、が、来られている障がい者の方の生涯を見通した支援をしていくという施設で

あるべきだなというふうに思いますので、いろいろグループホームやケアホームに

ついてのとらえ方はいろいろあるんだということ、それはそうだと思うんですよ。

そのことをリアルにつかめるのが、施設側だし、そのことをリアルに思っていらっ

しゃるのが利用者さんであり、保護者さんであるのだから、直接やっぱり、どうい

うニーズがあるのかというのは、しっかり、今までも一緒に勉強会されたりとかと

いうことも、さっきおっしゃってたので、聞かれているとは思いますけれども、や

っぱり１０年、２０年ということ、先を見通したときに、今からしっかりと、この

方についてはこういうことが必要だとかということも、実際上は考えていかないと

いけないのじゃないかなと思いますので、供給量は今のところは考えていないとい

うことなんですが、ぜひそういう形で、ケースケースと言うか、を見ていったとき

に、このぐらいの住まいの確保をして、このぐらいのこういった形の住まいの確保

が今後必要になってくるということ自身は、持っておくべきではないかなというふ

うに思うんですけれども、いかがでしょうか。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 おっしゃるとおり、施設の中でも、やはりそういう努力は

必要かなというふうに思います。数字的に、今、これに該当するのは何名というふ

うに申し上げることはできないんですけれども、しかしながら、個々のケースで、

この君はやはり家庭から離れてグループホーム、ケアホーム、そういうところを考

えた方がいいのではないかなというケースにつきましては、担当の方も、それぞれ

の市町の行政と意見交換をしながら、考え、また対応しているというのが現状でご

ざいます。 

○森田俊尚議長 武山議員。 
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○武山彩子議員 ありがとうございます。個々のケースについては、担当、もう現在

ね、進行形で起きてることだと思うので、今圏域の中にあるグループホームとかケ

アホームとか、探しながらフォローされているのかなと思うんですが、ぜひ、やっ

ぱり保護者の方にすれば、ほかの民間の事業所さんが、法人としてゴンとつくろう

とかというふうに思っていらっしゃったり、グループホームを事業の一つとして位

置づけて、いろいろ展開されているということをご覧になっていて、じゃあ若竹苑

はそういう展開はしないのかというふうに不安に感じられているのは、率直な、当

然な思いだと思いますので、そういうふうに、まとまりとしてどういうことが必要

かというのは、やる、やらないということの前にも、やっぱり研究とか調査とかと

いうことはしていかないといけないですし、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  

  児童デイサービスの方なんですけれども、例えば自立支援協議会のこども小部会

のところで、民間とも話をして、２３年度はすみ分けをしていこうということなど、

具体的に話を進めていきたいというふうに、さっき施設長さんがおっしゃったんで

すが、例えば、ちょっとコラボネットさんの午前中とか、午後とかの、そういう就

学前の子どもたちがポニーの学校に来てはる時間帯が、どんなふうな状況かという

の、私も把握をしてませんので、教えていただきたいんですが、例えば今ポニーの

学校に来ていらっしゃる、午前中とか、いわゆる学校の授業がやられている最中の

時間帯に来られている親子さん、子どもさんが、コラボネットとのすみ分けという

ことで、例えば尐し、コラボネットさんの方に療育を移動していただけるような方

がいらっしゃったら、その分を午後からの時間のところ、くっと押し上げて、で、

放課後という時間帯に小学生以降の児童デイサービスというのが、数人ずつとかで

も可能になってくるのかなというふうに、単純に思ってしまったんですけど、そう

いうことっていうのは、可能なんですかね。  

○森田俊尚議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長  今の件につきましてですが、一応、民間のコラボ

ネットさんですが、コラボネットさんの方からは、年長からの取り組みということ

を積極的に進めていきたいということは、私どもの方も重々承知をしておりますし、

再三そういうことでやっていきたいのでというお申し出があります。  

  で、うちの方からは、年中児の段階で、小学校に入ってもやはり療育が必要なお

子さんについては、年長段階から民間の方に移行されてはいかがでしょうかという

ふうなことで、お勧めをさせていただくというような形で、協力をするということ

で進めております。 
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  ただ、すべての年長の方が民間の方に移行するということは難しい話ですので、

それぞれ、先ほど尾﨑議員さんもおっしゃいましたが、それぞれの特徴があって、

利用者の方が選ばれるということがございますので、お勧めをしてもやはりポニー

の学校に就学まで来たいという方もいらっしゃるのが現状でございますので、そこ

の年長児につきましては、ポニーの学校とコラボとを両方、重なるような形でご利

用いただくようなことになりますが、積極的に移行をお勧めするというようなこと

で、それはケースケースによりますけれども、協力をさせていただくということで、

進めております。 

  それをさらにもう尐し具体化して、検討していけたらというのが、先ほど申しま

したこども小部会の方でこれからしていこうというふうなことで考えている内容で

ございます。 

○森田俊尚議長 武山議員。 

○武山彩子議員 私も傍聴させていただいて、そんなような話になっていくのかなと

は思ってたんですけれども、ということは、もうすみ分けということは、そんなき

れいにはいかないでしょうけれども、就学前の年中までのところはポニーの学校が

中心的に担い、で、年中、年長以降はコラボさんに担っていただき、ということで、

年齢で区分されていくというのが、一番やりやすい方法なんですか。  

  私も、と言うのは、いろんな事業所、いろんな施設があって、子どもさんや親が

選べると言うか、子どもにぴったり合ったところが、いろいろ選んでいけるという

のが、当然質はすべてのところで確保されるということが絶対だと思うんですけれ

ども、合う合わないというのがきっとあるでしょうし、そういうことで言えば、ど

の年齢でも選択の幅が広がるというのは、大事なことかなと思ってまして、で、ち

ょっとさっき、もしゼロ歳から３歳ぐらいまでの子どもさんが、コラボネットにふ

っと、行ける方がいらっしゃったら、その分、こちらでも小学生以降の子どもさん

が見られる時間ができてくるのかなというふうに思ったわけなんですけど、そうい

うすみ分けの仕方はされないということですね。  

○森田俊尚議長 渡辺ポニーの学校施設長。  

○渡辺三知雄ポニーの学校施設長  これからどんなふうな形で話が進んでいくかは、

まだわかりませんが、とりあえず、以前、ポニーの学校しかなかった時代には、ポ

ニーの学校選考委員会というのがございまして、二市一町の保健士さんが出席をさ

れて、それぞれ紹介されてきたケースについて、そこで、今のケアマネ会議のよう

なものですけれども、当然定員がありますので、定員を超えた場合に、どの方を優
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先的に入っていただくようにするかというのを協議する場がございました。  

  それが自立支援法になりまして、利用者が選択をして、契約をして行くというふ

うな形になりましてからは、そういう協議をする場というのがもうなくなりまして、

保健士さんから、直接コラボネットであり、ポニーの学校でありをご紹介いただく

というような形で、来るようになりましたので、今、武山議員さんがおっしゃった

ような、この方はコラボの方がいいかな、この方はポニーの学校の方がいいかなと

いうふうな、いわゆるケアマネでやるような内容のことというのは、今の段階では

担当の保健士さんの、ある意味独自の判断で、この方はポニーの学校に紹介しよう、

この方はコラボに紹介しようというような形になっているのが現状でございます。  

  ただ、年齢的にはポニーの学校はもう就学までですので、大体就学までの子ども

をポニーの学校が大まかには引き受ける、年長から就学後についてはコラボの方が

引き受けるというような形で、今の現状としてはすみ分けになっているわけですけ

ども、もう尐しそのあたりを具体的なケースも含めて、その調整をできるような会

議が持てたらいいのかなという話も、出ている段階でございます。そういうもの、

持つかどうかというのは、今後の話になるとは思うんですけれども、今、現状とし

てはそういうすみ分けということに関して言いましたら、そういう内容でこれから

考えていこうというふうなことで、話が進んでいる状況でございます。  

○森田俊尚議長 ほか、一般会計予算等に関しても、何か。  

  小野議員。 

○小野 哲議員 歳出の民生費の社会福祉費の支出のところで、職員さんの数を２人

増 や さ れ て ２ ２ ％ 増 と い う 説 明 で よ ろ し か っ た ん で す か ね 。 ２ ,６ ５ ３ 万

３,０００円ですか、１３ページなんですけれども。これは現場の職員さんを２名、

男性、女性１人ずつ増やされるという理解でよろしいんですか。 

○森田俊尚議長 藤本主幹。 

○藤本正次総務課主幹 この１３ページのところというのは若竹苑のところでござい

ますけれども、実質的には職員が１名退職、後ほどご紹介させていただきますが、

施設長が今嘱託でお勤めになられている、この方が退職ということで、実質的に

２名退職で、２名指導員が入られるということになります。  

  それと、あと、１名ちょっと事務職員が、これもまたあれなんですけれども、市

町の方にちょっと出向という形でお世話になりまして、その穴埋めに１人おります

ので、そういう意味では、トータル１名増という形になります。  

○森田俊尚議長 小野議員。 
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○小野 哲議員 現場の職員さんは、実質的には１名増える、変わらない、どうなん

ですか。 

○森田俊尚議長 藤本主幹。 

○藤本正次総務課主幹 現場の職員としては、さっき申しましたように、２名退職に

対して２名採用でございますので、いわゆる指導系の職員については増減ございま

せん。 

○森田俊尚議長 小野議員。 

○小野 哲議員 若竹苑で結構なんですけれども、１３名職員さんおられるんですか

ね。その中で有資格者というのは何人ぐらいおられるんですか。多分介護福祉士と

か、社会福祉士で結構なんですけれども。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 申しわけありません、思い出しながら、ちょっと答弁させ

ていただきます。社会福祉士が２名、そして介護福祉士の資格を持っているのが

３名、それから精神保健福祉士の資格が１名、それから子どもの臨床発達福祉士、

そういう資格を持っているのが１名、あと、ヘルパー資格を持っている方が１名は

確実に、１名以上おります。 

○森田俊尚議長 小野議員。 

○小野 哲議員 特に公的な施設ということで、身分的なところでは民間の事業所と

は全然やはり状況も違いますし、そういう資格を生かした形でいろんな事業なり、

また利用者の方の相談に乗っていただく等、そういったところ、しっかり取り組ん

でいただきたいと思います。  

○森田俊尚議長 冨岡議員。 

○冨岡浩史議員 １点だけ、ちょっとお聞きしたんですけれども、苦情解決第三者委

員謝礼というのがそれぞれ出てると思うんですが、予算資料を見させていただきま

したら、若竹苑さんの方では、体制となってるのかな、苦情解決体制ということで

上げられておりまして、ポニーの学校では、これは制度となっているんですけども、

これは１点お聞きしたいのは、この乙福に顧問弁護士として弁護士さんと契約して

はるのか、それか、また、いろんな個人情報もあろうかと思います、その苦情の内

容の中には。その中でまた裁判に発展していったりであるとか、また、保護者から

の要望とかね、云々に発展していくような苦情があるのか、そこのところ、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。 

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 
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○行田秀生若竹苑施設長 若竹苑、ポニーの学校含めて、乙訓福祉施設事務組合とし

て顧問弁護士はいらっしゃいません。今回、弁護士の方に第三者委員にお願いしま

したけれども、あくまで苦情相談に乗る第三者委員としての契約でありまして、法

律相談等をお願いする、そういう立場ではございません。  

  それから、苦情につきまして申しますと、保護者の方と話し合いを継続していか

なければいけないような苦情も現実にはございます。  

○森田俊尚議長 冨岡議員。 

○冨岡浩史議員 この第三者委員のところまでいくというような案件が、それほど、

予算の金額見てたら、ないのかなと、決算書も、前年度決算も見ているとね、そう

いうようなところが見受けられますが、この社協の福祉サービス運営適正化会議、

ここらあたりにもね、いろんな事例等々会議がなされているかとは思うんですけど

も、今顧問弁護士制度もないし、そこに第三者委員まで至るような経過もないと、

多分施設長等々がご努力されて、そこらである程度の解決をされてるとは思うんで

すけども、また一方、職場であるとか、違う企業さんからの苦情というのは、やっ

ぱりあるんですか。そういう職場体験に行ったら、どうこういうような苦情、それ

の解決もこういうところでやっぱり処理されていかれるんですか。  

○森田俊尚議長 行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 苦情解決第三者委員、苦情解決制度でございますけれども、

これはサービスの提供にかかわる部分での苦情でございます。まず、現場の苦情受

付窓口というのがおります。それから苦情解決責任者として施設長がおります。そ

こで話がうまくつかない場合に、まず第三者委員の方へ相談をするという流れにな

ります。 

  で、第三者委員でさらに納得ができないという場合に、社協の方へ話が上がって

いくと、そういう流れになっております。  

○森田俊尚議長 ほか、ご質疑ございませんか。  

（「なし」の声あり） 

  質疑も尽きたようですので、質疑を終結いたします。  

  これより討論に入ります。ご意見ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ご意見もないようですので、討論を終結いたします。  

  これより採決を行います。第２号議案について、原案のとおり可決することに賛

成の方の挙手を求めます。  
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（賛成者挙手） 

  挙手全員であります。よって、第２号議案は原案のとおり可決することに決しま

した。 

  以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。  

  これにて会議を閉じたいと存じますが、久嶋管理者から人事異動についてご報告

があります。 

  久嶋管理者。 

○久嶋 務管理者 議長のお許しをいただきまして、このたびの人事異動についてご

報告申し上げます。 

  若竹苑の行田施設長につきましては、平成２０年３月３１日の定年退職後も引き

続き嘱託職員としてお世話になっておりました。この３月３１日をもちまして、施

設長を退任されることとなりましたので、ご報告申し上げます。  

  また、平成１９年度から始まりました障害者相談支援ネットワーク事業を実施す

るため、相談支援専門職員としてお世話になりました河原ジェネラルマネージャー

が、同じく３月３１日をもって退職されることとなりました。あわせてご報告申し

上げます。 

○森田俊尚議長 来る４月２４日に、向日市長選挙がございます。久嶋管理者の方か

ら発言の申し出がございますので、これを許可いたしまして、ごあいさつをお願い

したいと思います。 

  久嶋管理者。 

○久嶋 務管理者 ただいま、森田議長様の方から発言のお許しをいただきましたの

で、貴重なお時間をちょうだいし、誠に恐縮でございますけれども、お礼のごあい

さつをさせていただきます。  

  私の任期中におきましては、今議会が最後になろうかと存じます。管理者として

在任中におきまして、各議員の皆様には何かとご指導、ご協力を賜り、ここにその

職務を全うできましたことを心から感謝申し上げる次第でございます。  

  各議員におかれましては、健康には十分ご留意をいただき、本組合のさらなる発

展のため、なお一層ご尽力賜りますようお願いを申し上げ、甚だ簡単粗辞で、意を

尽くせませんが、お礼のごあいさつとさせていただきます。  

  お世話になりました。ありがとうございました。  

○森田俊尚議長 乙訓福祉施設事務組合議会といたしましても、久嶋管理者の長年に

わたる、多大なるご尽力に対し衷心から深く感謝申し上げたいと存じます。本当に
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ありがとうございました。  

  次に、行田施設長の方から発言の申し出がございますので、これを許可いたしま

して、ごあいさつをお願いいたしたいと思います。 

  行田若竹苑施設長。 

○行田秀生若竹苑施設長 議長のお許しを得まして、施設長退任に当たり、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

  私の事務組合における勤務は、ポニーの学校が通算３０年、若竹苑の勤務が６年

でございました。私といたしましては、今里にありましたポニーの学校の開設、そ

れから平成１６年の新築移転、そういった事業に関与できましたことと、新法に移

行しました若竹苑の初期の運営に加入できましたこと、これを最大の喜びとすると

ころでございます。 

  この間、皆様のご厚情に厚く感謝いたしますとともに、今後ともポニーの学校、

若竹苑に対しまして、ご指導、ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げて、退任に当たっ

てのごあいさつといたします。  

  どうもありがとうございました。  

○森田俊尚議長 ありがとうございました。  

  行田施設長は、ポニーの学校が療育を開始した昭和５０年の当初から、また定年

後、退職後も若竹苑施設長として３年間、合計で３６年間、乙訓福祉施設事務組合

のためにご尽力いただきました。厚くお礼申し上げます。本当に長い間ご苦労さま

でございました。 

○森田俊尚議長 それでは、これをもちまして、平成２３年乙訓福祉施設事務組合議

会第１回定例会を閉会いたします。  

  ご苦労さまでございました。  

 

（閉会 午後０時０２分） 
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