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2012年度自治体キャラバン行動・要望書(回答)

要望項目

1. 国民健康保険について

① 国民健康保険会計にこれまで以上に一般会計独自繰り入れを行い、保険料そのものを

引き下げること。保険料の低所得者減免、多子世帯・母子世帯・障害者減免など税控除に

ある内容を盛り込んだ条例減免を創設・拡充すること。一部負担金減免を実際に使える制

度とし、国基準のように「一時的な困窮」「入院」に限定しないこと。いずれもこれら減免制

度についてはホームページや広報に掲載し、チラシ・パンフレットなどを作成し住民に周知

すること。（減免制度に関するチラシ、パンフなど今年度の広報物の今年度版の現物を当

日参加全員にお渡しください。）

【回答】

本市では医療分と後期高齢者支援金等分の合計一人当たり月額平均保険料を平

成９年度から据え置くなど被保険者の負担増とならないように努めています。

また、一般会計繰入金については、法定外繰入を行なっており、保険料の負担

軽減を図っています。

このように、被保険者の負担軽減のため、本市としてはできる限りの努力は行

っていますが、厳しい財政状況の中、保険料の引き下げのために一般会計からこ

れ以上の繰入れを行うことは非常に困難であると考えています。

減免制度は、災害や著しい所得の減少などで保険料の負担能力が低下した場合

に申請に基づき対応しています。厳しい財政状況の中、減免制度の見直しの予定

は現在のところありません。

一部負担金の減免につきましても、同様と考えています。

また、減免制度につきましては、ホームページや納入通知書に同封して送って

いる「国民健康保険だより」で周知しています。（国民健康保険課）（医療給付課）

② 法令を遵守し「給付と収納は別」であることを徹底すること。資格証明書発行や短期保険

証の未交付をやめること。本人または家族が病気の場合は必ず保険証を渡すこと。子ども

の保険証は 1年以上とし、絶対に無保険状態をつくらないこと。

【回答】

特別な理由もなく一定期間以上の滞納が続いた場合には、資格証明書 の交付

が義務付けられていますので、公平な保険料負担を実現するため、法令の定めに

基づき執行しています。なお、資格証明書の交付に当っては弁明の機会を設け、

個別事情を十分考慮しています。

また、本市では現在、留め置き世帯はございません。また新たに発生した住所

不明者等につきましても、現地調査の上、差し置きするなど、適切に対応してま

いります。

高校生世代の子どもがいる資格証明書世帯に対しましては、６ヶ月有効の短期

被保険者証を全世帯に郵送するとともに、返送されてきたものにつきましては、

すべて訪問し、差し置きしております。 （国民健康保険課）
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③ 財産調査・差押については法令を順守し、さらに資産等をみつけても一方で借金など

がないかきめ細かく面談し生活困窮に陥らせることのないよう最善を尽くすこと。また資

産調査や聞き取りによって生活困窮状態が判明した場合は積極的に滞納処分の停止と

すること。生活保護受給者に対しては過去の滞納分の請求を行なわず、積極的に滞納

処分の停止を行うこと。

【回答】

悪質滞納者や、本市からの呼びかけに応じない滞納者に対する差し押さえにつ

きましては、公平性を確保する観点からも、適切に対応してまいります。なお、

差し押さえを行うに際しては、数度の通知を行い納付や納付相談を呼びかけると

ともに、預貯金の額を確認するなど、慎重に実施しております。

また、生活保護受給者に対しての滞納分について、請求は行なわないように配

慮しています。 （国民健康保険課）

④ 国保料滞納世帯は生活困窮世帯である場合が多いため、納付相談だけでなく生活支

援のために常時生活保護担当課とつなぐよう庁内ネットワークを構築すること。さらに全

般的な生活相談に応じられる「市民生活相談窓口」などを設置し専門の相談員を配置

すること。

【回答】

納付相談時には、その人の必要に応じて、福祉部門と連携をとりながら、対応

しています。 （国民健康保険課）

全般的な生活相談の件についてお答えします。相談業務については、日常生活

における相談、問合せ等に相談担当職員が応じています。

その中でも、所管に係る専門的な相談は、所管課職員が対応しています。

また、法律･登記･測量･建築･税務･調停等の問題につきましては、各種専門相談

として弁護士や司法書士等各専門相談員が相談に応じています。

（市民生活相談課）

⑤ 国保広域化は結局大都市自治体の国保の困難さを小規模自治体が抱え込むことに

しかならず、特に大阪の場合は保険料大幅値上げと市町村の優れた条例減免廃止に

より被保険者の困難さが深刻になるという結果にしかならない。国民皆保険の柱である

国保制度再構築のため国庫負担増を住民とともに国に強く要請すること。大阪府特別

調整交付金の配分を収納第一主義から「低所得世帯加入率」「高齢者」「多子世帯加入

率」や特定健診の内容充実に対する支援に当たるよう要望すること。

【回答】

国保の広域化は、特に財政規模の小さい市町村にとっては財政の安定化等につ

ながることから望ましいこととされておりますが、現状では、保険者ごとに保険

料設定が異なる上、減免制度や給付制度等についても大きな違いがあることから、

課題があるものと認識しております。

国、府の負担割合の引き上げについては、市長会を通じて要請を行なっていま

す。 （国民健康保険課）

⑥ 国民健康保険運営協議会を全面公開とし、会議公開はもちろん資料提供、議事録作

成などをしたうえでホームページでも公開とすること。
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【回答】

現在、運営協議会については、会議の公開に関する要綱及び傍聴要領等に基づ

き、適切に運営しており、会議録はホームページでも公開しています。

（国民健康保険課）

2. 健診について

①特定健診は国基準だけでなくさらに充実させ費用は無料とするとともに住民が受診しやす

いものとすること。

【回答】

高槻市で実施している特定健診では、尿潜血、総コレステロール、血清クレアチ

ニン、心電図などの検査項目を、国の基準に追加して、無料で実施しています

（健康づくり推進課）

②がん検診等の内容を充実させ特定健診と同時に受診できるようにし、費用は無料とするこ

と。

【回答】

特定健診とがん検診の同時受診について、集団の健診会場において、特定健診と

がん検診を同時に受診していただける、「まとめて健診」を実施し、受診者の利便性

の向上を図っています。

がん検診については、費用を平成 22 年から委託医療機関・集団健診とも 1検診に

つき 500 円（集団の肺がん検診は 100 円）に引き下げて実施し、受けやすい体制づ

くりを行っています。また、子宮がん検診（20 歳、25 歳、30 歳、35 歳、40 歳）、

乳がん検診（40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳）の無料クーポン送付を、21 年度か

ら実施し、さらに 23 年度からは、大腸がん検診（40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60

歳）についても無料クーポンの送付を実施しました。 （健康づくり推進課）

③人間ドック助成も行うこと。

【回答】

高槻市では人間ドックの助成については既に実施しています。

（医療給付課）

3. 介護保険・高齢者施策について

①国や府の圧力に屈せず一般会計繰入によって介護保険料を年度途中であっても引き下

げること。

特に低所得者の介護保険料は国民健康保険料の 7割軽減よりも高く設定されているので

非課税者・低所得者の保険料を大幅に軽減する減免制度とすること。

【回答】

介護保険法において公費の負担割合は法定化されており、法定外繰り入れについ

て、住民のための貴重な財源を一部に投入することは不適当であると国の見解が示

されています。また、介護保険制度は全国一律の制度であることから、低所得者に



4

対する対策は制度の枠組みを崩さないように、国においてその仕組みが構築される

べきであり、低所得者対策として、国レベルでの責任をもった措置を継続して要望

しているところです。

なお、本市としては、基金の取り崩しを行うことで介護保険料の上昇を抑えると

ともに、低所得者の負担軽減を図るため、所得段階区分を 10 段階に改め、第１段階

及び第３段階の乗率についても、一定の軽減を図っているところです。

特に生活が困難な方の介護保険料を本市独自基準に基づき、軽減を行う制度を実

施しています。 （介護保険課）

② 入所施設待機者を解消し行き場のない高齢者をなくすために、特別養護老人ホームなど

施設・居住系サービスを大幅に拡充すること。詳細な実態調査を行い、必要数を明確にし

たうえで年次的に整備を行うこと。

【回答】

第５期介護保険事業計画において、日常生活圏域に適正なサービスが展開できる

よう計画的な整備に努めていくものです。 （介護保険課）

③ 軽度者を介護保険から外すこととなる介護予防生活支援総合事業は今後も一切導入しな

いこと。一般会計で行う高齢者施策はさらに充実させること。

【回答】

介護予防・日常生活支援総合事業の導入については、既に導入した他市町村の状

況も参考にして、対象者に不利益になることが無いよう、慎重に検討していきます。

今後の高齢者施策については、厳しい財政状況の中にあっても、社会の急激な高

齢化に対応するため、真に支援を必要とする高齢者へのサービスの充実に努めたい

と考えております。 （長寿生きがい課）

④ 低所得者でも介護サービスが利用できるよう利用料の軽減制度を制度化・拡充すること。

処遇改善加算分については独自の助成を行い利用者負担の軽減を行うこと。

【回答】

国の制度により、介護サービスを受けるにあたり、利用者の負担が過重になら

ないよう、１ヶ月あたりの負担上限額を設定し、その上限額を超える場合に、そ

の超えた額を支給する高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度などに

より、介護サービス利用料の軽減を図っているものです。

また、低所得者に対しても、施設を利用する場合の食費及び居住費などの利用

者負担額を軽減する制度（補足給付）により、利用者の負担を軽減しています。

低所得者に対する軽減制度については、十分な対策を図ることなど国に要望し

ています。

処遇改善加算につきましては、国において、介護職員処遇改善交付金相当分を

介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成２

７年３月３１日までの間に介護職員処遇改善加算を創設されたもので、加算率は、

サービス別に決められているものでありますが、高額介護サービス費や高額医

療・高額介護合算制度の対象となっており、低所得者に対する介護サービス利用

料の軽減を図っているものです。 （介護保険課）

⑤ 不当にサービスを制限する「ローカルルール」を解消し、必要な援助ができるようにするこ
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と。

【回答】

大阪府「訪問介護に関する Q＆A」の改正について、平成２１年度介護保険指定

事業者集団指導において、大阪府から詳しく説明があったところです。本市にお

きましては、定期的に実施している介護保険事業者連絡会をはじめ、窓口、電話

等での Q&A に関するものや具体的な個別事例について、従前から担当ケアマネジ

ャーの適切なアセスメントが不可欠であり、援助目標と解決すべき課題を明確に

して、真に必要な理由をケアプランに位置づけていただくよう、指導しており、

今後も継続していくものです。 （介護保険課）

⑥ 事業者による訪問介護生活援助の不当な短縮が横行している事態に対しては国のＱ＆

Ａや川崎市、広島市、大阪市などの通知を参考とし独自に通知を発出すること。

【回答】

今般の介護報酬改定に伴う訪問介護生活援助に係るサービス提供時間区分の見

直しについては、「平成２４年度指定居宅サービス事業者等集団指導」において、

留意事項として「サービス提供時間に一律に上限を設けることは不適切であり、

居宅介護支援事業者とも十分な連携を図り、改正の趣旨を十分理解の上、適切な

サービス提供及び事業運営に努めること」について特に指導を行ったところです。

また、個別の相談等に対しても必要な対応を行っています。今後とも必要に応じ

て適切な指導を行ってまいります。 （福祉指導課）

⑦ 「地域包括ケア」を実現するために、自治体として情報提供を含めネットワークづくりに責

任を果たすこと。

【回答】

高齢者が住みなれた地域で暮らし続けられるよう、地域包括支援センタ

ーを地域包括ケアのコーディネーターとして、高齢者のニーズに合わせて医療・

介護・福祉サービスを適切に調整し、つなげる機能が発揮できるよう支援してい

きます。 （長寿生きがい課）

4. 生活保護について

① 生活保護の実施体制に関わって、「標準数」に基づくケースワーカーの増員を正規職員

で行うとともに、経験や熟練を重視した人事配置を行うこと。ケースワーカーの研修を重視

し、法令遵守を行うこと。窓口で申請者に対して高圧的な態度や人権無視の言動を行わ

ないこと。

【回答】

生活保護の実施体制については、毎年、正規職員の増員を行っているところで

はありますが、引き続き正規職員の増員配置に努めていくとともに、熟練の再任

用職員や専門職員の活用により、複雑な問題に対応できる相談体制、保護の実施

体制の実現を図っていきます。

研修については、今年度から積極的に外部講師を活用するなど大きく見直しを

図っており、ケースワーカーの能力を高めていけるよう、より充実した研修体制

を敷き法令遵守に努めています。
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申請者に対しては、引き続き適切な対応をしていきます。（生活福祉支援課）

② 申請権を保障するために各自治体で作成している生活保護の「しおり」や「手引き」などに

ついて、生活保護の制度をわかりやすく説明したものに改善し、困窮した住民の目にいつ

でも触れるようカウンターなどに常時配架すること。しおりに「申請用紙」を添付すること。

(懇談当日に「しおり」「手引き」など作成しているものの全てと申請用紙を参加者全員にご

配布ください)。

【回答】

「生活保護のしおり」については、別紙のとおり生活保護制度をわかりやすく

説明したものに改訂を行いました。また、生活保護は、要保護者の方が活用でき

る資産や能力その他、あらゆるものを最低限度の生活の維持に活用することを要

件として適用されるものであることから、相談者の方が要保護状態にあるのか、

そうでないのかを事前の面談において確認することは重要な業務であると考えま

す。申請意思のある方については、面談の中で申請書の記入をお願いしており、

現在の取り扱いにおいても、申請権を保障できていると考えています。申請書の

窓口配架や保護のしおりへの添付については、相談者の方の申請権確保の視点も

考慮しながら、引き続き検討します。 （生活福祉支援課）

③ 申請時に違法な「助言指導書」などを出さないこと。実態無視の就労指導の強要はしない

こと。各自治体は仕事の場を確保すること。

【回答】

申請後には、「生活保護のしおり」により、申請者の権利と義務について必要な

助言及び指導を口頭で行っていますが、「助言指導書」に該当するような違法な文

書の通知はしていません。

就労可能か否かを対象者からの聞き取りや医師の意見書、また嘱託医協議によ

り客観的に判断しており、就労不能と判断された者に対して就労指導は行ってい

ません。また、専門の就労支援員を４名配置しており、ハローワーク（ワークサ

ポートたかつき）への同行や面接でのアドバイスなど、対象者の求職活動を幅広

く支援しています。 （生活福祉支援課）

④ 通院や就職活動などのための交通費として移送費を支給すること。移送費について「しお

り」「手引き」に明記すること。

【回答】

通院のための移送費の認定については、受給者に対し地区担当員から周知し、

より適切な医療機関を受診できるよう指導を行い、主治医の意見書を聴取するな

どして、必要性を検討したうえで、必要な移送費については支給を行っています。

就職活動のための移送費の認定については、実施要領上で条件となっている、

実施機関の指示又は指導をうけて求職活動を熱心かつ誠実に努力した場合に支給

を行っています。

現在の「生活保護のしおり」には、移送費について明記されておりませんので、

改定の際に明記できるかどうかを含めて検討します。 （生活福祉支援課）

⑤ 「休日、夜間等の福祉事務所の閉庁時や急病時、また子どものキャンプや修学旅行時な

ど「医療券」の交付を受けることができない場合に、医療機関において被保護者であるこ
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との「証明書」として「医療証」、または「診療依頼書」を発行し、受診できるようにすること。

【回答】

急病時等については医療機関と連携を図っており、医療機関からの連絡により

受診できるようにしています。

また、子どものキャンプや修学旅行時等については、被保護者の求めに応じて、

被保護者であることの証明書として「生活保護受給証明書」を発行して受診でき

るようにしています。 （生活福祉支援課）

⑥ 自動車がなければ生活および仕事ができない場合は保有を認めること。

【回答】

障がい（児）者が通院等のために自動車を必要としている場合には、通院のた

めに定期的な自動車の利用が明らかであること、また公共交通機関を利用するこ

とが著しく困難であり、かつ、自動車の処分価値が小さく、自動車の維持に要す

る費用（ガソリン代を除く。）が他からの援助（維持費に充てることを特定した

ものに限る。）、他施策の活用等により、確実に賄われる見通しがあるときについ

ては、保有を認めています。

また、通勤用自動車についても、深夜勤務等の業務に従事しているなど、自動

車による以外に通勤する方法が全くないか、又は通勤することがきわめて困難で

あり、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、世帯状況からみて自

動車による通勤がやむを得ないものであり、当該勤務が当該世帯の自立の助長に

役立っていると認められ、処分価値が小さく、当該勤務に伴う収入が自動車の維

持費を大きく上回っていれば、保有を認めています。 （生活福祉支援課）

5. 子育て支援・一人親家庭支援・子どもの貧困解決にむけて

① 全国で最低レベルのこどもの医療費助成制度を一日も早く外来・入院とも中学卒業まで、

現物給付で所得制限なし、無料制度とすること。

【回答】

平成２４年７月１日から、名称を乳幼児医療助成制度から子ども医療費助成制度

とし、対象年齢を６歳（小学校就学前）から１２歳（小学校卒業）までに拡大し、

また所得制限を廃止します。

また、本来、医療費助成制度については国において制度化されるべきところであ

ることから、市長会などを通じて、国に対しても強く要望していきたいと考えてお

ります。 （子ども育成課）

② 全国最低レベルの妊婦検診を全国並み(14 回、10 万円程度)の補助とすること。

【回答】

母体や胎児の健康管理をし、安全・安心なお産をするためには、定期的に妊婦健

康診査を受診することが重要です。出産までに、14 回程度必要とされる健診に係る

費用の負担を軽減するために、本市では、平成２１年４月から 14 回、51,000 円（１

回目 12,000 円、２回目以降 3,000 円）、平成２３年４月から 14 回、56,000 円（1回

目 17,000 円、2 回目以降 3,000 円）、さらに平成２３年８月からは、２回目から 4

回目を各々1,000 円増額し、14 回、69,000 円（1 回目 17,000 円、2 回目以降 4,000
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円）を公費助成しております。

今後も引き続き、妊婦健康診査の周知・啓発を行い、助成事業を活用して定期的

に受診するよう勧奨していきたいと考えております。

助成の増額につきましては、国の交付金が平成２４年度末までの措置であり、今

後は、国が導入予定の「子ども・子育て新システム」の地域子育て支援事業に位置

付けられる動きもあることから、今後の国の動向に注視しながら、対応してまいり

たいと考えております。 （子ども保健課）

③ 就学援助の適用条件については収入・所得ではなく課税所得でみること。通年手続きが

学校以外でもできるようにすること。第1回支給月は出費のかさむ４月にできるだけ近い月

とするために年末調整や確定申告書の写しを使い、年明け早々からの申請とすること。

【回答】

当市では、就学援助の適用条件は、家族員数に応じて所得限度額を設定しており、

各学校ではなく教育委員会学務課において、通年受付を行っております。

第一回支給月は 7 月末に行っておりますが、これは最新の実態状況を把握するた

め昨年の所得額を採用しており、これを確実に把握出来る６月から審査・結果通知

の業務を行うことから、この時期となっております。 （学務課）

④ 子宮けいがんワクチン・ヒブ（細菌性髄膜炎）ワクチン・肺炎球菌ワクチンについては法定

接種化の方向が決定した。法定実施前においても無料接種をしていない自治体におい

てはただちに無料制度とすること。

【回答】

本市では、国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を活用して、

平成 23 年４月から子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチ

ンの公費助成を実施しております。接種料金については、国の考え方である公費カ

バー率９割を基に、自費で接種した場合の料金の１割に該当する金額（それぞれ１

回あたり、1,500 円、800 円、1,000 円）を設定しており、生活保護世帯、市民税非

課税世帯に属する場合は無料で接種ができます。

これらのワクチンについて、国は来年度の定期接種化に向け法整備を進めている

と聞いております。市といたしましても、財源の措置を含めて、今後の国の動向に

注視しながら、対応してまいりたいと考えております。（子ども保健課）

⑤ 子育て世代支援と自治体の活性化のために「新婚家賃補助」「子育て世代家賃補助」な

ど多彩な家賃補助の制度化を図ること。

【回答】

新婚・子育て家賃補助については、すでに大阪府で制度化されております。

（子ども育成課）


