
平成２２年第４回定例会一般質問（２０１０．９．１３） 

 

○33 番（尾花康広）登壇 私は、公明党福岡市議団を代表し、高齢者住宅経済対策と証明

書交付業務の改善の２点について質問いたします。行政当局の積極的かつ前向きな答弁に期

待いたします。  

 まず、高齢者住宅経済対策についてです。  

 日本は今、人類が経験したことのない超尐子高齢社会へと突き進んでいます。人口に占め

る 65 歳以上の割合は 22％を超え、2025 年には高齢化率が 30％に達すると予想されていま

す。しかも、要介護者は現在の約２倍の 784 万人に上ると推計されています。そうした社会

を迎える中で、住、住む面での老後の安心を支える基盤、住宅セーフティーネットをどう整

備するか。公明党は全国 3,000 人を超える議員が一丸となって、2009 年 11 月から 12 月に

かけて、全国 47 都道府県で介護総点検を一斉に実施いたしました。例えば、介護について

どんな不安がありますかとの問いかけに、経済的負担がどのくらいなのか心配、自分自身や

家族が寝たきりや認知症になるかもしれないと、家計や健康面に不安を感じている人がとも

に約６割に達し、在宅介護に対する不安が４割弱、特別養護老人ホームなどの介護施設不足

に対する不安が３割強に上りました。また、介護をどこで受けたいですかとの問いかけに、

入所系の介護施設 48.1％、自宅 43.4％の順で高率となり、病院と答えた人は 10.7％で、実

際に介護を受けている場所は約８割弱の人が自宅と答え、特別養護老人ホームやケアつき住

宅で暮らす人は約２割でした。  

 そこで、これらの調査結果を踏まえてお尋ねいたします。本市における高齢者施設等の状

況は、定員数に対し、利用申込者、入所待ちの状況はどうなっているのか、また、平均して

どのくらいの待機期間で入所できるのか、お答えください。  

 介護を受けたい場所で自宅と答えた人が 43.4％と高率であり、高齢者施設等の整備と並

行して、自宅の居住環境が介護を受ける人や介護をする人にとって高齢者向けに改修、改造

されていることが介護負担の軽減のために必要となります。  

 介護保険住宅改修費や福岡市住宅改造助成制度の利用状況の推移と改修、改造のニーズに

十分こたえられているのか、お答えください。  

 さて、日ごろから介護予防に取り組んでおられる高齢者も、加齢とともにバリアフリー仕

様といった高齢者向けの住宅が必要となり、主たる収入が年金という多くの高齢者にとって、

家賃が所得額に応じて増減される市営住宅の入居希望が年々高くなるのは当然のことだと

思います。  

 そこでお尋ねいたしますが、市営住宅のバリアフリー改修の進捗状況はどうなっているの

か、その際、エレベーター設置などの大規模なもののみではなく、住宅内の歩道と車道の通

用口の段差解消など、高齢入居者のニーズを細かく把握して改修を行う必要があると思いま

すが、どのような取り組みを行っているのか、お答えください。  

 市営住宅の申し込み等の状況の推移について、応募状況、当選者の平均申し込み回数、高

齢化状況、高齢者世帯の状況、高齢者世帯の家賃の平均額をお示しください。  

 また、市営住宅以外の高齢者向け賃貸住宅施策として、高齢者円滑入居賃貸住宅と高齢者



向け優良賃貸住宅、あんしん居住サービス制度というものがあり、その活用が伸び悩んでい

ると伺っております。その制度の概要及び利用状況、伸び悩んでいる主な要因についてお答

えください。  

 そもそも高齢者の居住実態や住まいに対する意向調査を実施したことがあるのか、お答え

ください。  

 一方で、民間賃貸住宅の空き室率が拡大しているようですが、その状況及び主な要因につ

いてお答えください。  

 緊急経済対策として、目標件数 1,000 件、予算額１億 400 万円で、平成 22 年度に鳴り物

入りで実施されている福岡市住宅省エネ改修事業の現時点での助成金の支払い状況につい

てお答えください。  

 次に、証明書交付業務の改善についてです。  

 昨年の 12 月の定例議会で、証明書発行手続の市民本位の利便性向上策をテーマに質問し

た結果、昨年末以降、行政当局において、各種申請の際の添付書類の簡略化のため、住民情

報や課税情報などの証明が必要な諸手続に関する調査を行い、その結果を福岡市ホームペー

ジに住民情報、課税情報等の証明が必要な事業一覧として公開していただきました。調査結

果の公表は、一定程度、各種申請の際の添付書類の簡略化に資するものと承知しております

が、今後の改善の進捗状況が気になるところであり、この調査結果を精査すると、なぜ市民

等の申請者が証明書等をみずから入手し添付する必要があるのか、判然としないものが多数

見受けられます。前回も取り上げましたが、何らかの申請を行うに当たって、市民などの申

請者がみずから証明書を入手することは、発行機関へ交通費を払って行くことや発行手数料

の支払いなど、時間的、経済的に負担となります。申請者からの証明書の添付を不要にする

ことができれば、市民の負担も軽減され、ひいては本市業務の一層の透明性及び事務の効率

化が図られるのではないかと思います。また、自動交付機やコンビニ交付など、市民の利便

性のよい場所で証明書交付窓口をふやす取り組みは、さらに市民の時間的、経済的負担の軽

減につながると思います。  

 そこでお尋ねいたしますが、昨年末の調査の結果、改善が図られた事業数をお示しくださ

い。  

 一方で、添付書類の簡略化ができず、現行のまま申請者が証明書を入手し添付する事業に

ついて、どのような課題や理由により簡略化ができなかったのか、重立ったものをお答えく

ださい。  

 また、証明元への確認のデータの照会などを行うことにより、さらに申請者からの証明の

添付を不要とできる手続はないのか、お答えください。  

 証明書交付のサービスの充実を図るため、証明サービスコーナーを地下鉄博多駅コンコー

ス内に設置する予定と伺っております。これまで、折あるごとに証明書交付サービスの市民

の利便性向上の必要性については取り上げてまいりましたが、他都市と比較して、本市にお

ける証明書交付サービスの課題をどう認識しておられるのか、御所見をお伺いいたします。  

 地下鉄博多駅コンコース内に設置される証明サービスコーナーは、嘱託職員などが常時二、

三名配置されると伺っております。その職員の募集方法と、今後、無人化の証明発行を推進



することができないのか、お尋ねいたします。  

 以上で１回目の質問を終わり、２回目以降は自席にて行います。  

   

○副議長（久保 浩） 井崎保健福祉局長。  

○保健福祉局長（井崎 進） 高齢者施設等の定員数、利用申込者の状況並びに平均待機期

間についてお答え申し上げます。  

 まず、高齢者施設の定員数に対する利用申込者につきましては、定員は平成 22年３月 31

日現在、利用者数及び利用申込者数は直近のデータで申し上げます。  

 特別養護老人ホームは、定員 3,502 人に対し、平成 22 年４月１日現在、利用者数 3,447

人、利用申込者数は 7,517人であります。介護老人保健施設は、定員 2,609 人に対し、平成

22 年４月１日現在、利用者数 2,518 人、利用申込者数は 781 人であります。認知症高齢者

グループホームは、定員 1,312 人に対し、平成 22年６月 17日現在、利用者数 1,292人、利

用申込者数は 462 人であります。また、平均の待機期間につきましては、平成 21 年度の特

別養護老人ホームの新規入所者 835人の状況で見ますと約１年２カ月となっております。  

 次に、介護保険住宅改修費や福岡市住宅改造助成制度の利用状況の推移並びに改修、改造

のニーズに十分こたえられているのかということについてお答え申し上げます。  

 まず、介護保険住宅改修費の利用状況の推移につきましては、平成 18 年度 3,654 件、３

億 5,792万 6,000 円、平成 19年度 3,504件、３億 3,617万円、平成 20年度 3,839件、３億

5,438万 4,000 円でございます。福岡市住宅改造助成制度の高齢者に関する利用状況の推移

につきましては、平成 18年度 143件、2,997 万 8,000円、平成 19年度 125 件、1,653万 1,000

円、平成 20 年度 126 件、1,865 万 1,000 円となっております。本市では、介護保険の対象

とならない工事につきましても、市独自に住宅改造助成制度を設けるとともに、住宅改造相

談センターに相談員を配置し、工事の具体的な内容について相談に応じるなど、利用者のニ

ーズに十分こたえていると考えております。以上でございます。  

   

○副議長（久保 浩） 井上住宅都市局長。  

○住宅都市局長（井上隆治） まず、市営住宅のバリアフリー改修の進捗状況につきまして

お答えいたします。  

 既存住宅の改善事業の中では、エレベーターの設置、屋内段差の解消、団地内歩道から住

戸入り口へのスロープ設置を行い、また建てかえ事業におきましては、建物バリアフリーは

もとより、敷地全体を含めた歩道と車道の段差をなくすなどの整備を進めております。これ

らのほか、個別の地元自治会や入居者からの改修要望につきましても、現地調査を行い、高

齢入居者のニーズに対応したスロープの設置などのバリアフリー改修を進めております。現

在、バリアフリーの進捗率は、住宅については改善、建てかえで全体の約 20％、エレベー

ターの設置率は中層以上の住宅の約 52％となっており、鋭意取り組みを進めてまいります。  

 次に、市営住宅の申し込み等の状況の推移ですが、過去３カ年の状況で申し上げますと、

応募状況につきましては、平成 19 年度の応募倍率が 23.6 倍、平成 20 年度 21.2 倍、平成

21 年度 19.8 倍、当選者の平均申し込み回数につきましては、平成 19 年度が 6.3 回、平成



20年度 6.5回、平成 21年度 6.7回となっております。  

 また、市営住宅入居者の高齢化の状況ですが、入居者全体に占める 65 歳以上の高齢者の

割合、高齢化率は、平成 19 年度は 23.4％、平成 20 年度 24.4％、平成 21 年度 25.2％とな

っております。  

 次に、65歳以上の入居者のみから構成される高齢者世帯は、平成 21年度では市営住宅の

全世帯数３万 153 世帯のうち 9,147 世帯で、その割合は 30.3％、また高齢者世帯の家賃の

平均額につきましては２万 675円となっております。  

 次に、高齢者円滑入居賃貸住宅等の制度の概要につきましては、高齢者円滑入居賃貸住宅

制度とは、国の制度に基づき、高齢者であることを理由に入居を拒まない民間賃貸住宅とし

て県が登録し、住宅を求める高齢者に広く情報提供を行うもので、現在、市内において 22

棟、630 戸が登録されております。平成 21 年の高齢者の居住の安定確保に関する法律の一

部改正により、それまでの登録は一たん抹消され、住戸の床面積を原則 25 平方メートル以

上とすることなどの新たな基準に基づいた登録が必要となりましたが、新たな基準に達しな

いものが多かったことから、現在、登録がふえていない状況にあります。  

 また、高齢者向け優良賃貸住宅とは、国の補助制度に基づき、バリアフリー化や緊急通報

システムの整備等の一定の要件を満たす住宅を市が認定し補助金を交付した住宅であり、こ

れまで４棟、86戸を認定しております。事業者の募集は毎年行っておりますが、平成 20 年

度以降、応募がない状況であり、入居者が高齢者に限定されるなど、柔軟な運営が難しいこ

となどが応募事業者が尐ない原因ではないかと考えております。  

 また、あんしん居住サービス制度とは、定期的な訪問などの日常的な見守りとともに、預

託金による死亡時の家財処分などのサービスを提供することにより高齢者の入居及び居住

継続を支援するもので、事業主体は社会福祉協議会で、市は補助金を交付しております。一

定の預託金が必要なことなどから、現在の契約状況といたしましては 72 件となっておりま

す。  

 次に、高齢者の居住実態や住まいに対する意向調査の実施状況でございますが、本市の高

齢者の保健福祉に関するニーズや意識を把握するため、保健福祉局において平成 19 年度に

福岡市高齢者実態調査が実施されており、その中で住居形態や住まいに関する悩みについて

調査が行われております。  

 また、高齢者に特化した調査ではございませんが、住まいに対する意向調査として、居住

環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向、満足度等を把握するため、国土交通

省において５年ごとに住生活総合調査が実施されており、最近では平成 20 年に調査が行わ

れております。  

 次に、民間賃貸住宅の空き家率の状況ですが、住宅・土地統計調査によりますと、平成

15 年は 16％程度、平成 20 年は 23％程度となっております。空き家率が拡大している主な

要因といたしましては、平成 18 年前後に投資目的も含め一時的に賃貸住宅の供給が活発に

行われた結果、空き家が多くなったものと考えております。  

 最後に、福岡市住宅省エネ改修助成事業は、国の住宅エコポイント制度にさらに市が上乗

せ助成をするものでありますが、同事業における補助金の支払い状況などにつきましては、



平成 22年４月から受け付けを開始し、８月末現在の申請受け付け状況は 214件、877万 6,000

円であり、支払いに至ったものは 57 件、231 万 5,000 円となっております。以上でござい

ます。  

   

○副議長（久保 浩） 渡辺総務企画局長。  

○総務企画局長（渡辺正光） 証明書交付業務の改善についてお答えをいたします。  

 まず、各種申請の際に添付する書類に関する改善状況でございますが、本年３月に住民情

報、課税情報等の証明が必要な手続の調査を行いましたところ、211件の手続のうち、既に

証明書等の添付を不要としているものが 54 件で、証明書等の添付を必要としているものが

157件でございました。この調査後に証明書等の添付を不要とした事例は１事業しかござい

ませんが、現在、申請件数が多く、かつ証明書発行手数料を徴収しているものを中心に、証

明書等の添付を不要とする改善に向けた検討を進めているところでございます。  

 次に、証明書等の添付を簡略化できていない主な理由についてでございますが、一つには、

手続の窓口が金融機関や医療施設など、本市の行政機関でないため添付を求めているもの、

二つ目といたしまして、大量の申請書を短期間に処理する必要があるため添付を求めている

もの、三つ目といたしまして、所得情報など、利便性よりも個人情報の保護を優先する必要

があるため添付を求めているものなどでございます。  

 次に、証明元へデータを照合することで申請者からの証明書等の提出が不要となるものの

有無についてでございますが、例えば、保育所の新規入所の申請の際に提出していただいて

いる住民票の写しなどは、職員が証明元へ住民情報を確認することにより提出が不要になる

と考えられます。現在は、大量の申請書を短期間に処理する必要があることなどから住民票

の写しを提出していただいておりますが、住民サービスの視点に立って、改善に向けた検討

を進めているところでございます。以上でございます。  

   

○副議長（久保 浩） 阿部市民局長。  

○市民局長（阿部 亨） 証明書交付業務の改善による市民サービスの向上についてのお尋

ねでございますが、本市においては、これまで証明サービスコーナーの設置や郵便局での証

明書交付サービスなどを実施してサービスの向上に努めてまいりましたが、他の指定都市に

おいては、近年、自動交付機による証明書交付の充実や証明サービスコーナーの増設などに

よる行政窓口の拡大が進められ、本市の区役所の窓口サービス水準は他都市と比較して低く

なっているため、今後とも、サービスを向上させていく必要があると考えております。  

 次に、博多駅証明サービスコーナーの嘱託職員につきましては、行政証明に係る窓口業務

の専門性を有する人材を確保する必要があることから、市民課経験のある本市退職者及び民

間からの採用を行うことを検討いたしております。また、機械化による証明発行の推進につ

きましては、自動交付機などの専用端末により証明書を発行するため、住基カードの普及を

図る必要はございますが、身近な地域で証明発行でき、費用対効果も見込めるため、検討を

してまいります。以上でございます。  

   



○副議長（久保 浩） 尾花康広議員。  

○33 番（尾花康広） ２回目の質問に入ります。  

 まず、高齢者住宅経済対策についてです。  

 高齢者施設等については、平均して１年２カ月待てば入所できるとのことでしたが、高齢

化率のピークである 2025 年までの早い段階で、入所待機者ゼロを目指し、緊急整備を行う

べきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。  

 また、せっかく施設を整備しても、利用料が高くて入居できなければ何にもなりません。

低年金、低所得者であっても施設利用が可能となるよう、利用者負担の軽減策を図るべきだ

と思いますが、御所見をお伺いいたします。  

 介護保険住宅改修費や福岡市住宅改造助成制度についても、なお一層の活用が図られるよ

う、積極的な広報、周知が必要だと思いますが、御所見をお伺いいたします。  

 市営住宅については、高齢化状況、高齢者の世帯割合は年々高くなっており、子育て世帯

等の若い世代を入居させないと健全なコミュニティーが成り立たないと危惧する声も聞か

れます。そうなると、今後ますます市営住宅の入居は高齢者にとって狭き門になることが予

想され、その代替となる高齢者向けの住宅施策の拡充が急務であると思いますが、御所見を

お伺いいたします。  

 高齢者円滑入居賃貸住宅と高齢者向け優良賃貸住宅、あんしん居住サービス制度の活用の

状況にかんがみ、高齢者の居住実態や住まいに関する意向を詳細に把握する調査を早期に実

施すべきだと思いますが、御所見をお伺いいたします。  

 この質問を行うに当たり、市民が住宅や店舗のリフォームを地元業者の利用で行う場合に

工事代金の一部について助成する住宅・店舗リフォーム資金補助事業を３年間のサンセット

方式、期限つきで実施した広島県三次市を視察調査してまいりました。補助対象工事は、住

宅、店舗の本体部分の増改築、修繕、模様がえ等の工事全般で、工事金額が 50 万円以上の

ものに対して費用の 10％以内を補助しておりました。経済効果は、平成 16年度が約 300 万

円の補助金額で約 6,100万円の事業が行われ、約 21倍の事業効果、平成 17 年度が 600万円

で１億 5,600 万円、約 26 倍、平成 18年度は約 600 万円で１億 2,600 万円、約 23 倍という

驚くほどの事業効果を上げておりました。３年間の期限を終えましたが、大変好評で復活要

望が強く、平成 20年度から再度実施し、平成 21年度は補助金額の上限額を 10万円から 20

万円に引き上げておられました。先ほど御答弁いただきましたが、福岡市住宅省エネ改修助

成事業は、目標件数 1,000 件、予算額１億 400 万円に対し、平成 22 年８月末時点で支払い

状況はわずか 57 件、約 231 万 5,000 円にとどまっており、緊急経済対策にはほど遠い状況

です。  

 そこで提案させていただきますが、補助対象者に、補助後は高齢者の入居を拒まない賃貸

住宅である高齢者円滑入居賃貸住宅に登録することを条件とし、礼金などがなく、市営住宅

に近い家賃を設定する賃貸住宅の所有者を加えるなどの早急な改善を行ってはいかがでし

ょうか。既存の住宅制度の見直し、もしくは市独自の住宅助成制度の新設をサンセット方式

で実施し、補助対象工事を広島県三次市並みとはいかないまでも、高齢者の防犯対策や防災

対策として、防犯ガラスの設置や家具転倒防止器具の設置など、できるだけ間口を広げ、上



限額の引き上げや固定資産税の減免などのインセンティブを設けてはいかがでしょうか。こ

れらの施策を行うことにより、民間賃貸住宅の空き室状況の改善が図られ、高齢者向けの持

ち家、賃貸住宅の整備が促進され、市内の中小企業などへの経済的効果も期待でき、そして

雇用の拡充にもつながるのではないかと思いますが、あわせて御所見をお伺いいたします。  

 また、市営住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅と高齢者向け優良賃貸住宅、あんしん居住サー

ビス制度などの高齢者向け賃貸住宅の施策の利用につながる丁寧な広報、周知がとても重要

であります。  

 住宅供給公社の募集課や各区役所の市民相談窓口、もっと身近なコミュニティー施設であ

る老人いこいの家が併設されている公民館等で高齢者向け賃貸住宅施策の積極的な情報提

供を行い、実際のあっせんに効果のある仕組みづくりを行うべきではないでしょうか、御所

見をお伺いいたします。  

 次に、証明書交付の業務の改善についてです。  

 調査結果では、住民情報、課税情報等の証明が必要な事業と判断した手続については必要

な根拠が示されています。調査手続総数 211 のうち、記述してある必要な根拠法令等を確認

したところ、次の五つに分類することができます。１、法律、政令または法施行規則上、提

出義務が規定されている事業。２、条例または規則上、提出義務が規定されている事業。３、

必ずしも法令上、規定されていない事業。４、根拠法令等が確認できず判別不能な事業。５、

既に手続が簡略化されている事業。１については、必要な根拠が法律、政令または法施行規

則であるため、改正等により添付書類の簡略化を行うのは難しいものであり、５については、

既に手続が簡略化されている事業であり、今後も適正な運用をお願いしたいと思います。２

については、条例または規則上、明示的に市民等の申請者に対して書類の添付義務が定めら

れており、法的拘束力が及ぶものです。しかし、冒頭に述べましたように、市民等の申請者

がみずから証明書を入手する場合には、発行機関への来訪の必要性や発行手数料の支払いな

ど、時間的、経済的に負担となるため、添付の必要性を事業ごとに再度検討し、簡略化でき

る事業は条例改正または規則改正も含めて取り組む必要があると思います。一方、検討の結

果、添付の必要があると判断した事業については、その理由を事業所ごとに示していただき

たいと思います。３及び４については、必ずしも法令上、添付義務が規定されていない事業

や根拠法令が確認できなかった事業です。基本的には、書類の添付義務が定められていない

ならば法的拘束力が及ばないと考えます。私が確認したところでは、添付義務を規定してい

ないものは 114 事業、不明なものなどを除き、尐なくとも年間約７万 4,000 件の証明数に上

ります。添付の必要性を事業ごとに再度検討し、簡略化に向けた取り組みを即時に開始し、

改善に向けたスケジュールを明確にすべきです。一方、検討の結果、添付の必要があると判

断した事業については、その理由を事業ごとに示していただきたい。加えて、明示的に添付

義務を規定すること及び市民に対する情報公開を徹底していただきたい。  

 これらの問題提起に対して、保育所、市営住宅、就学援助など、添付書類をいっぱいとっ

ていらっしゃいますね。時間が許せばすべての局長に個別具体的に御所見をお尋ねしたいと

ころですが、時間に限りがございますので、行政改革を推進する立場で調査結果を取りまと

め、公表していただいた総務企画局長にまずは御所見をお伺いいたします。  



 また、必要な証明事項及び証明書名を見ても、必ずしも証明書の申請者からの添付が必要

なのか、不要なのか、その基準が明確でないものがあります。  

 例えば、還付金支給に係る事業は、財政局の市税過誤納金還付、保健福祉局の後期高齢者

医療保険料還付金支給事務、国民健康保険料還付金支給事務などがありますが、必要な証明

事項も相続人の確認と同一であるにもかかわらず、後期高齢者医療保険料還付金支給事務の

み戸籍謄本等の申請者からの添付を不要としています。特に同じ担当課の同様な事業の取り

扱いがなぜ違うのか、理解できません。保健福祉局長、どうしてですか、お答えください。  

 所得証明書についても、例えば、保健福祉局の老人保護措置費、教育委員会の地域改善対

策奨学金返還債務免除、住宅都市局の市営住宅申し込みは申請者からの添付が必要で、住宅

都市局の市営住宅入居者の収入申告は申請者からの添付が不要としていることも、その理由

がはっきりといたしません。住宅都市局長、どうしてですか、お答えください。  

 今、問題提起しましたように、申請者からの添付が必要とされている証明書等であっても、

事業によっては申請者からの添付が不要とされているということは、当該証明書などは個人

情報保護条例上も同一実施機関内での利用が可能と思われるため、申請者からの添付不要に

できるのではないか、添付書類の簡略化に向けた積極的な取り組みを図るべきだと思います

が、御所見をお伺いいたします。  

 現在、戸籍謄抄本や住民票の発行手数料の減免にかかわるものは、福岡市手数料条例及び

福岡市手数料条例施行規則に規定されていますが、どのような用途や対象者に対して減免を

行っているのか、お尋ねいたします。  

 就学援助に係る申請に必要な市民税課税・非課税証明書の発行手数料は減免の対象になっ

ているようですが、例えば、市営住宅家賃減免に係る申請については減免の対象になってお

りません。市営住宅家賃減免申請は、生計を維持する人が死亡、失業等で一時的に家賃の支

払いが困難な世帯に対して行う家賃の減免制度と承知しておりますが、経済的理由によって

申請を行う点では減免の対象である就学援助に係る申請と同様であり、減免の対象とするべ

きではないか、お答えください。  

 その他、市営住宅入居、就職活動、生活資金または事業資金の借り入れなどの際に、低所

得者や失業者を対象に住民票、所得証明書などの発行手数料の減免を行うことができないか、

お答えください。  

 さて、自動交付機の設置やコンビニ交付の導入等については、課題にも明らかなように、

証明書交付の市民の利便性向上のため、積極的に推進すべきだと思います。そして、そのシ

ステムの操作性に当たっては、超高齢社会に適応した操作しやすいものである必要がありま

す。  

 そこでお尋ねいたしますが、今後、導入予定の自動交付機やコンビニ交付の操作が具体的

にイメージできるよう御説明願います。  

 また、コストパフォーマンスを考慮した今後の証明サービスの方向性、具体的なスケジュ

ールについて御所見をお伺いいたします。  

 以上で２回目の質問を終わります。  

   



○副議長（久保 浩） 井崎保健福祉局長。  

○保健福祉局長（井崎 進） 高齢者施設等についての御質問にお答え申し上げます。  

 まず、高齢者施設等の整備につきましては、平成 21年から 23年度を計画期間とする第４

期介護保険事業計画に基づき、整備を進めているところでございます。特に特別養護老人ホ

ームにつきましては、利用者の状況や国の緊急整備の趣旨を踏まえ、23 年度末には第４期

計画目標の 3,800 人を上回る 3,994 人の整備を行うこととしており、平成 22 年度、これは

24年度整備分におきましても、250人分の募集を行い、第５期計画の前倒し整備をさらに進

めております。また、特別養護老人ホームの利用申込者の実態調査の実施を今回の補正予算

でお願いしているところでございます。平成 23 年度に策定する次期計画において、その実

態調査の結果などを踏まえ、高齢者施設等の整備について検討してまいります。今後とも、

積極的な施設整備に取り組んでまいりたいと考えております。  

 次に、介護保険施設の利用者負担の軽減策につきましては、市民税が非課税世帯の利用者

を対象として、食費、居住費について特定入所者介護サービス費を支給するとともに、１割

の利用者負担額が高額となった場合には高額介護サービス費を支給するなど、低所得者の利

用者負担の軽減が図られているところであります。今後とも、低所得者の利用者負担軽減の

拡大を図るなど、必要な措置を講じるよう国に対して要望してまいります。  

 次に、介護保険住宅改修等の広報、ＰＲにつきましては、要介護認定の結果通知を送付す

る際に住宅改修のチラシを同封するとともに、いきいきセンターふくおかや民生委員等へ住

宅改造のチラシを配付するほか、ケアマネジャーや病院関係者、これはソーシャルワーカー

や作業療法士等でございますが、へも制度の説明を行うなど、周知を図っているところであ

ります。今後とも、高齢者の方が住宅を改造する際の総合相談窓口である住宅改造相談セン

ターの周知も含め、より一層の制度の活用が図られるよう広報に努めてまいります。  

 次に、証明書交付業務に関しましてでございますけど、相続人の確認において、後期高齢

者医療保険料還付金支給事務と国民健康保険料還付金支給事務の取り扱いが違うその理由

はということでございます。  

 まず、国民健康保険の還付金につきましては、亡くなられた方と相続人の関係確認につい

て、住民基本台帳等で確認できる場合を除き、戸籍謄本等の添付を求めております。しかし、

その中でも還付金額が戸籍謄本等に係る手数料より尐額の場合には公用での請求を行って

おります。  

 次に、後期高齢者医療制度につきましては、相続人への戸籍謄本等の添付は求めておらず、

住民基本台帳等で関係が確認できる場合を除き、関係市町村に戸籍謄本等の公用請求を行っ

ております。その理由といたしましては、後期高齢者医療制度の納付義務者においては、年

金からの特別徴収が多く、保険料が２カ月ごとの納付であることや、一人一人の加入である

ために死亡に伴う還付金の発生が多いこと、さらに請求される相続人の方の年齢も高い場合

が多いことなどを考慮いたしまして、必要な市民サービスとして行っているものでございま

す。国民健康保険の公用請求につきましても、今後、市民サービスの向上の観点から検討し

てまいりたいと考えております。以上でございます。  

   



○副議長（久保 浩） 井上住宅都市局長。  

○住宅都市局長（井上隆治） まず、市営住宅の代替となります高齢者向けの住宅施策の拡

充につきましてお答えいたします。  

 高齢者を初めとする住宅困窮者に対しましては、市営住宅やその他の公的賃貸住宅、民間

賃貸住宅を含めた賃貸住宅市場全体での対応を基本としており、住宅困窮者が民間賃貸住宅

に円滑に入居できる方策をより効果的に推進するため、福岡市と社会福祉協議会、民間住宅

事業者団体等で構成する居住支援協議会を昨年の３月に設置しており、平成 22 年度からは

都市再生機構も参加しております。この協議会では、高齢者の民間住宅を活用した居住支援

を優先課題として、民間事業者団体のホームページを活用し、高齢者円滑入居賃貸住宅など

の情報を提供することや、高齢者に対する民間賃貸住宅情報とともに、見守りサービスなど

の居住支援制度の紹介などをワンストップで行う相談体制の検討などを行っております。  

 次に、高齢者に関する調査の実施についてでございますが、今年度、保健福祉局において

高齢者実態調査が行われる予定ですが、その中で家賃や住みかえに関する項目を追加すると

聞いております。また、今年度は居住支援協議会において、高齢者に対する入居支援策につ

いての検討を進めるため、住まいへの悩みや住みかえ時期の問題等の高齢者の実態把握を内

容としたアンケート調査を市営住宅の応募世帯に対して実施してまいります。  

 次に、福岡市住宅省エネ改修助成事業における補助対象者等にかかわる制度拡充について

でございます。  

 当事業は、地球温暖化対策の一環として、家庭部門におけるＣＯ２の排出削減を推進する

ことを目的として、国の住宅エコポイント制度で認められたものに対しまして、対象をみず

から居住する住宅の所有者で市内の事業者が施工した工事等、一定の要件を満たすものに対

して、さらに市が 10 万円を限度として上乗せ助成をすることにより、省エネに向けた住宅

リフォームのさらなる促進を図るものであります。現在の状況を見てみますと、地元の工務

店が施工したリフォームも申請されておりますが、事業開始から数カ月であることや制度の

対象に断熱工事とあわせて行われるバリアフリー工事も含まれることなども浸透していな

いことから、活用状況は十分ではないと考えております。国の住宅エコポイントの対象とな

らない工事内容等を市独自で拡大したり新たな制度を設けることは、工事対象の検討や市独

自のチェック体制を確立するなど課題もありますので、国の住宅エコポイント制度を活用す

るという現在の仕組みの中で制度の拡充を図りたいと考えております。このため、現在、国

で検討されている期間延長などの住宅エコポイント制度の拡充策も踏まえ、本市の制度につ

きましても助成対象者を拡大するなどの方向で早急に検討し、実施できるよう取り組んでま

いります。また、個人事業者を初め、市民の皆様への周知を徹底し、制度の効果的な活用を

図ってまいります。  

 次に、高齢者向け賃貸住宅施策の情報提供についてですが、まず市営住宅やＵＲ賃貸住宅、

高齢者向け優良賃貸住宅等の公的住宅の種別ごとに入居資格や手続をまとめた公的賃貸住

宅ガイドを作成し、本庁内の情報プラザや本庁の住宅相談コーナー、各区役所及び住宅供給

公社等で配布しております。また、福岡市や福岡県、公社、都市再生機構、住宅金融支援機

構などによるアクロスにあります県の建築住宅センター内に共同設置した住宅情報プラザ



福岡において総合的な情報提供を行っております。さらに、居住支援協議会においては、民

間事業者団体のホームページを活用し、高齢者円滑入居賃貸住宅などの情報を提供すること

や、高齢者に対する民間賃貸住宅情報とともに、見守りサービスなどの居住支援制度の紹介

などをワンストップで行う相談体制の検討などを行っているところでございます。今後とも、

各住宅事業者や民間居住支援団体等との連携を図りながら情報提供の拡充を図ってまいり

ます。  

 最後に、市営住宅申し込みにおける所得証明書の添付につきましてお答えいたします。  

 市営住宅の募集は年４回実施し、１回当たり当選された約 200世帯の入居資格を審査して

おります。市営住宅におきましては、所得に応じた家賃の設定や家賃の減免、福祉的配慮が

必要な世帯に対する優遇措置など、当選者の所得が入居資格や家賃の決定にとって最も重要

な要素の一つとなっております。このことから、当選者すべてに対しまして所得証明書の添

付をお願いし、入居審査の際、改めて確認をいたしているものでございます。一方、既に入

居されている方の１年ごとの家賃の見直し、確認に提出を求めております収入申告は、入居

者の負担軽減の観点から、市による所得確認について入居者の同意があれば所得証明書の添

付を省略することといたしております。添付資料の省略につきましては、これまでも応募者

や入居者の声も踏まえ、必要最小限の書類を提出していただくよう見直しを行ってまいりま

したが、今後も関係部署とも協議しながら、市民サービスの向上の観点から総合的に検討し

てまいりたいと考えております。以上でございます。  

   

○副議長（久保 浩） 松本経済振興局長。  

○経済振興局長（松本友行） 福岡市住宅省エネ改修助成事業についてでございますが、御

提案いただきました内容を踏まえ、関係局とも連携、協議し、制度の充実を含めた検討を行

ってまいります。また、あらゆる機会をとらえ、建設業など、関係業界のへ周知をさらに強

化し、住宅省エネ改修助成事業等の利用者の増加を図ることなどにより、厳しい経営状況に

ある地場中小企業の受注機会の拡大と雇用の創出に努めてまいりたいと考えております。  

   

○副議長（久保 浩） 渡辺総務企画局長。  

○総務企画局長（渡辺正光） 添付書類の簡略化に向けた今後の取り組みについてでござい

ますが、議員御指摘のとおり、電算システムの整備状況や申請件数などにより事務処理の方

法が異なっており、証明書等の添付を求めているものと求めていないものがございます。今

後、証明書等の添付の簡略化についての考え方や改善方法などを具体的に例示することによ

り、各局における改善に向けたスケジュール策定を支援するとともに、改善の進捗状況の公

表を行い、証明書等の添付の簡略化に向けた取り組みを推進してまいります。以上でござい

ます。  

   

○副議長（久保 浩） 阿部市民局長。  

○市民局長（阿部 亨） 証明書交付業務の改善による市民サービスの向上についての御質

問にお答えいたします。  



 まず、戸籍謄抄本等の発行手数料につきましては、福岡市手数料条例第７条に基づき、公

法人や生活保護受給者からの請求の場合及び法令に減免の規定がある場合に減免を行って

おりますほか、災害を受けた方からの請求など、市長が特別な理由があると認める場合に減

免を行っております。  

 次に、低所得者や失業者を対象にした手数料の減免についてのお尋ねでございますが、低

所得者については、生活保護受給者からの請求について減免を行っているほか、失業者につ

いては、就職活動に当たり、労働基準法に戸籍に関する無料交付規定がありますことから、

住民票についても、これに準じて減免を行っているところでございます。その他の場合にも、

低所得者や失業者を対象として減免を行うことにつきましては、関係部局と連携して検討し

てまいりたいと考えております。  

 次に、自動交付機やコンビニに設置する専用端末の操作方法についてでございます。  

 銀行のＡＴＭのようにタッチパネル画面で操作をできますので、どなたにも利用しやすい

ものとなっております。具体的には、本人確認のため、御自分の住基カードをセットし、暗

証番号を入力いたします。続いて、必要な証明書の種類を選び、必要枚数を入力し、手数料

を支払うと証明書が発行されます。  

 次に、今後の証明書サービスの方向性と具体的なスケジュールについてでございますが、

コンビニに設置する専用端末による証明交付につきましては、市民の皆様も身近な場所で証

明書が請求できることや費用対効果で有効であると見込まれるため、21 年度から 23年度ま

で行われております総務省の実証実験の成果を踏まえながら導入に向けた検討をしてまい

りたいと考えております。以上でございます。  

   

○副議長（久保 浩） 貞刈財政局長。  

○財政局長（貞刈厚仁） 就学援助申請に必要な市民税課税・非課税証明書につきましては、

事業対象となります低所得者の経済的負担の軽減を図るという事業目的を勘案し、発行手数

料を減免しているところでございます。御指摘の市営住宅家賃減免に係る申請につきまして

も、その事業目的を勘案し、市民税課税・非課税証明書の発行手数料を減免する方向で検討

いたしますとともに、申請に係る添付書類の簡略化に向けて、事業部局であります住宅都市

局と協議をしてまいります。以上でございます。  

   

○副議長（久保 浩） 尾花康広議員。  

○33 番（尾花康広） ３回目の質問に入ります。  

 まず、証明書交付の改善についてです。  

 総務企画局長、保健福祉局長、そして住宅都市局長に御答弁をいただきましたが、要は行

政側が工夫を行えば市民に負担をかけずに済むということだと思います。吉田市長、平成

20 年４月に韓国ソウル市江南区のＩＣＴ、電子自治体の実情調査に行ったことを覚えてお

られますか。早いもので２年半が経過いたしました。江南区では当時、14 種類の書類、証

明書がインターネット経由で入手、閲覧でき、利用実績として１日約 9,500 件、インターネ

ット経由で処理が完結するので、市民はわざわざ役所に出向く必要がなく、利用は 24 時間



いつでも可能で、インターネットでの交付手数料は原則無料でした。また、自動交付機の設

置状況は、区内の 61 カ所、役所、地下鉄駅、コンビニ、病院、デパート等に設置されてお

り、市民にとって非常に利便性が高く、利用実績としては１日約 1,570件で、発行手数料は

１件当たり約 30 円と非常に安く設定されておりました。江南区長は、住民目線に立てば、

市役所に来ないで済むようにするのが最大の行革、すなわち市役所内部で確認できる書類は

住民の添付不要として証明書の発行件数を減らすことだと言い切っておられました。この２

年半、視察調査を受け、これまでさまざまな機会に本市の電子自治体の実現や添付書類の簡

略化を提案してまいりましたが、その進捗状況はどうなっているのでしょうか。るる指摘さ

せていただきましたように、現時点でも、本来なら市民がとらないで済む書類を漫然と市民

から手数料を取って提出させているのであれば、厳しい言い方かもしれませんが、発行手数

料に名をかえた税金の二重取りと言われても反論できないと思います。至急改善すべきであ

ります。吉田市長の御所見をお伺いいたします。  

 次に、高齢者住宅経済対策についてです。  

 ６月議会の質問調査のため、東区役所の中高年就業相談窓口を訪ねた際、キャリアコンサ

ルタントの方の建設関連の下請の方の仕事が、激減というより、ある月を境に全く仕事がな

く、とても厳しい状況と伺い、その後、みずから議員として受ける生活支援に係る市政相談

も建設関連の自営業者の方が多いという現状から、その実態を把握し、改善策を講じること

ができればと、行政当局の協力を得て、生活保護受給者の方が保護開始前にどういった業種

についておられたのか、直近３カ月に保護を開始された方で開始理由が失業によるものをサ

ンプリング調査させていただきました。結果として、雇用と自営を合わせ、生産工程・労務

業が全体の 47.6％と最も多く、特に自営業、一人親方や企業と請負契約等で仕事をしてい

る方などのセーフティーネットの脆弱さを知ることができました。すなわち厚生労働省の新

しいセーフティーネット支援ガイドでは、１、就職安定資金融資、２、住宅手当、３、総合

支援資金貸し付け、４、訓練・生活支援給付、５、臨時特例つなぎ資金貸し付け、６、就職

活動困難者支援事業、７、長期失業者支援事業等々、ある意味できめ細かく安全網が張られ

ていますが、どれも基本は離職した者で、要はハローワークで就職活動を行い、転職すると

いうことが条件になっております。それでは、その道で何十年と頑張ってこられた経験を生

かすことができず、生活保護になると営業用の車の所有も禁止され、万が一のための生命保

険も解約しなければならない。社会福祉協議会の生活福祉資金貸し付けも、これらの方々に

対しては極めてハードルが高いものとなっております。  

 御承知のように、雇用失業情勢は依然として厳しく、失業期間１年を超える者が 118万人

に達し、ＩＴバブル崩壊後に次ぐ、過去２番目の高水準であります。自営業や一人親方等の

生産管理・労務業の方の失業はさらに深刻な事態で、まさに待ったなしの対策が求められて

おります。高齢者向けに持ち家や賃貸住宅を改造、改修する施策を市が本腰を入れて真剣に

推進することは、これらの方々の雇用就業を創出する点でもとても効果があるのではないで

しょうか。今後、本市においても超尐子高齢社会が進展し、医療費や介護保険料等の負担が

ふえ続け、主たる生活資金が年金という方が多い高齢者にとって、月々の家賃は生活費のか

なりの割合を占め、その負担はこれまで以上に重くのしかかってまいります。既に年金収入



のみでは民間の賃貸住宅の相場家賃を払えない状況にまで来ているとの声も聞かれます。日

本より早く高齢化したヨーロッパ諸国においては、低廉で比較的良質な公共賃貸住宅等を大

量に供給したことが高齢者の生活の安定に寄与したと言われております。  

 今回取り上げた問題は、これまでの行政の延長線上、いわゆる縦割りの発想では解決いた

しません。保健福祉局、住宅都市局、そして経済振興局が連携を密にして取り組むべき課題

ではないでしょうか。吉田市長の政治的決断が必要であります。政治が混沌とし、円高、株

安で景気の二番底が懸念される今、社会にとって必要な高齢者の住宅施策を推進し、一番生

活支援が必要な方の雇用就業の創出にもつながる経済対策、この提案をぜひ実現していただ

きたいと思います。御所見をお伺いし、私の質問を終わります。  

   

○副議長（久保 浩） 吉田市長。  

○市長（吉田 宏） まず、高齢者等の住宅困窮者に対しまして、市営住宅やその他の公的

賃貸住宅、民間賃貸住宅を含めた賃貸住宅市場全体での対応を、これを基本としております。

それぞれの住宅の適切な役割分担と各事業者の十分な連携が必要だと考えております。現在、

市と社会福祉協議会、民間住宅事業者団体等で構成します居住支援協議会において、高齢者

の入居支援策について検討を進めておりますが、本年度からは都市再生機構にも参加を求め

まして、組織の拡充を図りました。今後とも、高齢者のニーズや居住実態を踏まえ、高齢者

の居住安定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。また、ＣＯ２削減など、環境

面での住宅の質の向上とあわせて経済の活性化を目的としまして、本年度より国の住宅エコ

ポイント制度に上乗せ助成する住宅省エネ改修助成事業を他の政令都市に先駆けて実施を

しておりますが、国の住宅エコポイント制度の改正の動向を参考に、経済状況もしっかりと

注視をして、雇用就業の創出を図る観点も含め、より一層事業効果が見込めるよう、制度の

拡充を図ってまいりたいと考えております。  

 証明書交付業務の改善でございます。  

 もう２年以上前になりますが、江南区へ行ったときのいろいろな御説明を思い出しつつ質

問を聞かせていただきましたが、平成 20 年６月に策定をしました行政改革プラン、これに

おきましても、ＩＴの活用や事務の見直しなどを行い、手続の利便性を改善、向上すること

として、行政手続のオンライン化の促進に取り組んでいるところです。また、このたび、市

民の皆様の利便性向上のために、地下鉄博多駅に証明サービスコーナーを設置することとし

ました。そのための補正予算も提案をしているところでございます。議員いろいろ御指摘を

いただきました。コンビニエンスストアを活用した各種証明書の発行による利便性の向上で

ありますとか、手続の際の証明書添付の簡略化、これらにつきましては、費用対効果など考

慮しながらＩＴの活用を促進し、仕事の発想や手法を見直すことにより市民サービスの向上

に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。市民全体におけるＩＴの、ＩＴリテラ

シーといいますか、大分ＩＴに対する理解、それから使える方もふえてきているという、そ

ういう認識は持っておりますので、また今後さまざまな形で取り組んでいきたいと思ってお

ります。  

 


