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2015.10.08：平成 27年決算特別委員会 

 

◯尾花委員 公明党市議団を代表し、まず、資金管理の運用益の向上策について

質問する。２項目めで、多子世帯の支援策の拡充を提案するが、その財源はどう

するのかという観点から１項目めを選んでいる。平成 26年７月１日、大分県国

東市は、地方公共団体金融機構から、地方公共団体ファイナンス賞を受賞してい

る。受賞理由は、調達と運用の活動基準を設定し、運用の収益性向上と調達の効

率性向上に励んだことである。基金で見てみると、25 年度決算で、東京都が

0.187％の利回りであるのに対し、国東市は 1.960％と、とても高い運用利回り

を達成している。その背景は、25年度、26年度の２年間だけでも、財務活動管

理方針の一部改正、規則の改正、条例制定を含め７度の見直しを行い、他団体の

優良事例を学ぶ真摯な姿勢にあることを伺い知ることができる。これまで行政

改革や財政健全化の手法としてほとんど注目されなかった資金の有効活用につ

いて、本市はどのように取り組んでいるのか、決算特別委員会の審査方針「資金

の運用は効率的になされたか」をキーワードに尋ねていく。資金の調達である借

り入れと運用である貸し付けは相反するように見えるが、貸し借りという金融

活動の表と裏の関係であり、利回りの決定の原理や目的は共通、一体的に取り組

むべき活動である。運用と調達には、市民から預かった大事な公金を、市民の利

益を前提に、安全性の確保、効率性の追求の２つの視点から取り組むことが重要

とされているが、その意味をわかりやすく解説されたい。 

 

△会計管理者 安全性の確保とは、公金が損失することのないよう、安全な金融

商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健

全性に十分留意することである。また、効率性の追求とは、安全性を十分確保し

た上で、有利な運用による収益の最大化を図るとともに、より低い金利での資金

調達に努めることである。 

 

◯尾花委員 本市は、資金調達及び運用の状況をホームページで公開している

が、26年度決算、５年前の 22年度決算、10 年前の 17年度決算における歳計現

金の借り入れと基金の運用の平均利率の推移はどうなっているのか。先ほどの

２つの視点をもとに、これまでどのような取り組みを行ってきたのか。他都市比

較で運用利率が１位と自負する根拠を示されたい。 

 

△財政局長 まず、歳計現金の借り入れに係る平均利率は、17年度は 0.221％、

22年度は 0.354％、26年度は 0.193％となっている。また、財政局で一括運用し
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ている基金の運用に係る平均利回りは、17年度は 0.908％、22年度は 1.733％、

26 年度は 1.513％となっている。次に、歳計現金の借り入れにおける借り入れ

利息を減らす取り組みは、企業会計等の資金の活用や基金の繰りかえ運用など、

また、基金運用における運用益をふやす取り組みは、各局が所管する基金を基本

的に財政局で一括管理することや、基金に属する現金を超長期年限の債券で運

用することなどに取り組んできた。次に、財政局において一括して運用している

基金の運用利回りは、その算出方法に統一基準があるわけではないが、ホームペ

ージで、25 年度の基金の運用利回りを公表していることを財政局で確認するこ

とができた 13都県及び６政令指定都市で比較を行ったところ、最も高い運用利

回りを確保していたものである。 

 

◯尾花委員 運用利率を見ると、預金運用より一時借入利率が高く、また、一時

借入利率より長期債券で運用するほうが高い。基金の運用収益と一時借り入れ

の利息の収支バランスを勘案し、資金トータルで最も確実かつ効率的な運用を

選択することが大切なことがわかる。長期、超長期で運用する資金をふやせば、

増収効果はより大きくなる。そこで、過去５年間の本市の財政局一括運用分の平

均基金残高の推移を尋ねる。 

 

△財政局長 財政局で一括運用している基金の過去５年間の各年度の平均残高

は、22 年度が約 1,536 億円、23 年度が約 1,498 億円、24 年度が約 1,601 億円、

25年度が約 2,062億円、26年度が約 2,511 億円となっている。 

 

◯尾花委員 ついに、2,500億円を突破している。運用利率が１％違えば、2,500

億円掛け１％、25 億円、この金額は正職員１人当たりの年間人件費を 800 万円

と仮に仮定して、実に約 300 人分の人件費にも相当する金額である。財政局で

は、歳計現金の一時借入金に係る負担軽減、借入利率の低減を図るため、一括運

用基金を活用した繰りかえ運用をしているとのことだが、それでは、過去５年間

の基金の歳計現金への繰りかえ運用の平均残高の推移と、この繰りかえ運用を

使ったことによる効果について、26年度決算の実績に基づき示されたい。 

 

△財政局長 財政局で一括運用している基金による繰りかえ運用の過去５年間

の各年度の平均残高は、22年度が約 59億円、23年度が約 56億円、24年度が約

97億円、25年度が約 298億円、26年度が約 349億円となっている。また、基金

による繰りかえ運用の効果は、基金による繰りかえ運用のかわりに金融機関か

ら借り入れたと仮定した場合の 26 年度の平均借り入れ利率は 0.272％と試算し

ており、これは実績の 0.193％より約 0.08 ポイント高いことから、それだけの
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低減効果があったものと考えている。 

 

◯尾花委員 短期資金借り入れの方法として、債券売り現先取引というものが

あるが、この制度の概要と、本市はこの仕組みを取り入れているのか尋ねる。 

 

△財政局長 債券売り現先取引は、一定期間後に一定の価格で買い戻すことを

あらかじめ合意の上、債券を売却するものであり、一般的に短期資金の調達手段

の一つとされており、本市においても活用している。 

 

◯尾花委員 今、説明があったが、債券売り現先取引は、現時点での調達方法と

しては、よいことずくめの仕組みのようである。この仕組みによる歳計現金の長

期運用の可能性について、会計室に確認したところ、年度末に返済しなければな

らないため、歳計現金で長期運用していないとの返事があり、正直とても驚いた。

そこで尋ねるが、本市が定めた歳計現金等の保管・運用に係る基本方針の第３条

第２項には何と規定されているのか。 

 

△会計管理者 歳計現金等の保管・運用に係る基本方針の第３条第２項は、前項

の規定にかかわらず、資金収支の状況により、支払い準備金に一時的な余裕資金

が見込まれる場合には、指定金融機関及びその他の金融機関の定期預金等に資

金を移動し有利な運用を図るものとする。ただし、預金と比較して有利と判断さ

れるとき、もしくは安全性を確保する上で必要と判断されるときは、債券による

運用並びに本市公営企業会計への繰りかえ運用ができるものすると規定してい

る。 

 

◯尾花委員 今の規定では、歳計現金は債券による運用ができると規定されて

いるが、歳計現金への繰りかえの平均残高は年々増加し、この４年間で約 290億

円もふえているのに、債券運用をしていない理由、しない理由は何か。 

 

△会計管理者 歳計現金に余裕資金が生じた場合には、歳計現金等の保管・運用

にかかる基本方針に基づき、金融機関への預金による運用を行っているが、歳計

現金はほぼ年間を通して不足し、銀行からの一時借り入れや基金からの繰りか

え運用等で対処しており、債券による運用はできない状況となっている。 

 

◯尾花委員 歳計現金が恒常的にマイナスになっていることが主な原因のよう

である。その理由と、26年度の月末平均残高をあわせて尋ねる。 
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△会計管理者 26年度の歳計現金等の月末平均残高は、約 83億円のマイナスと

なっている。マイナスになっている理由は、地方公共団体の予算の執行に当たっ

ては、公共事業等の歳出予算が先に執行され、後から国庫支出金等の歳入予算を

受け入れるという流れになっていることである。特に、年度当初に商工金融資金

を初めとした制度融資のための預託金として、900億円を超える歳出予算の執行

が大きな要因になっている。 

 

◯尾花委員 歳計現金における資金不足の要因は、制度融資に係る預託金の存

在であり、特に預託額の大きな本市は恒常的な資金不足に陥っている。そこで、

商工金融資金制度などの融資制度に係る預託金の総額を尋ねる。 

 

△財政局長 26年度決算見込みにおける預託金の総額は、約 994億円である。 

 

◯尾花委員 預託額は 1,000億円にも迫る大変大きな金額であるが、それでは、

その預託額をどのように決めているのか。 

 

△経済観光文化局長 本市予算に計上している預託金の大部分は、経済観光文

化局が所管する商工金融資金に係る預託金であるため、私から答弁する。商工金

融資金の例では、預託額は、景気や中小企業者の資金需要から融資枠を設定し、

市中金利と商工金融資金制度により軽減された融資金利との差を踏まえ、金融

機関との協議を経て、額を決定している。 

 

◯尾花委員 商工金融資金制度などの制度融資に係るものが大半を占めている

ということである。その預託額は、年度末に一旦償還され、当該年度に諸収入と

して繰り入れられるが、自由に使えるお金ではなく、新年度予算案の歳出に、貸

付金として計上され、再度、金融機関に預けられることになっている。そこで貸

付金の決算額の過去３年間の推移、一般会計に占める構成比の推移を尋ねる。 

 

△財政局長 過去３年間の一般会計の貸付金及びその一般会計歳出合計に占め

る割合は、24年度決算額が約 1,278億円で 17.0％、25年度決算額は約 1,227億

円で 16.0％、26年度決算見込み額が約 1,155億円で 15.0％となっている。 

 

◯尾花委員 かなり大きな金額、割合を占めているが、本市は、民間金融機関に

対して無利子や低金利で預託を行うことにより、そうしなければ獲得できたで

あろう預託金の運用収入を放棄していることになる。制度融資に係る預託金の

大部分を占める商工金融資金の目的は、中小企業者の借入利息軽減であり、市内
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中小企業支援の重要な施策であるが、一方で、市全体の資金運用における影響も

大きなものとなっている。商工金融資金に関して、効率的な資金活用の観点から、

より適切な制度運用が求められるところであるが、所見を尋ねる。 

 

△経済観光文化局長 商工金融資金制度については、その時々の経済情勢等を

踏まえ、市内中小企業者の資金需要に対応するために必要十分な融資枠を確保

するとともに、市中金利より融資利率を軽減することで、中小企業者の円滑な資

金調達を支援するものである。中小企業者への融資利率を軽減する方法として

は、利子補給を行う方法と、預託金により融資利率を低く設定する方法が考えら

れるが、現状では、預託金による方法のほうが市の財政負担が少なく、合理的で

あると考えている。指摘の市全体の効率的な資金運用と中小企業者の資金需要

への対応の両方の観点を踏まえ、関係局と協議の上、金融機関ともしっかりと協

議を行い、預託金額を見きわめるなど、今後とも適切な制度運用に努めていく。 

 

◯尾花委員 本市の財政局一括運用分の平均基金残高のうち、減債基金が７割

を占めているが、今後は市債発行の抑制により、減債基金が減少することも予想

される。また、歳計現金も、先ほどの答弁にあったように、預託金支払いのため、

常にマイナスの状況である。それでは今後どのように資金管理による運用益の

向上を図っていくのか、選択肢が限られてくると思うが、所見を尋ねる。 

 

△財政局長 財政局で一括運用している基金については、各局において新たな

基金が創設された際は、基本的に財政局で一括管理、運用することにより運用資

金の増大を図ることや、利率の高い超長期年限の債権による運用を拡大するこ

となどにより、引き続き運用益の確保に努めていく。 

 

△会計管理者 歳計現金の運用益の向上について答弁する。歳計現金は、ほぼ年

間を通して不足している状況ではあるが、繰りかえ運用が年々増加しており、今

後も正確な支払い準備基金の状況把握に努めながら、余裕金が見込める場合に

は、確実かつ有利な運用に努めていく。 

 

◯尾花委員 国東市などの先進的な優良事例に学び、保有債券の中途売却、債券

の取得がえによる運用益の拡大に取り組んではどうか。所見を尋ねる。 

 

△財政局長 本市では、これまで債券運用の先進的な取り組みを行ってきたが、

引き続き法令などを踏まえながら、他団体の事例を含め、運用方法等の情報収集

を行い、より効率的な運用となるよう研究していく。 
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◯尾花委員 しっかり研究し取り組まれたい。公営企業及び 25％以上出資の外

郭団体 30団体における資金管理で、運用益の向上を図る取り組みを調査したこ

ところ、26年度実績で、「運用を行っていない」が３、「預金による運用」が 10、

「満期目的で地方債を保有し運用している」が 14、「一般会計への資金貸し付け」

が３など、どれもばらばらで、運用指針の策定など一定のルール化がなされてな

いようである。本市のグループファイナンスという観点を持ち、その現状を把握

し、安全性の確保、効率性の追求の２つの視点から、最も確実かつ有利な運用の

選択となるよう、本市が積極的に関与していくことが、資金の有効活用につなが

っていくのではないか。人事異動により３年で交代することの多い財政担当職

員の実態に鑑み、市民の利益のために財源を創出しているという事業遂行への

動機づけ、負担軽減のための一定のルール化によるシンプルな運用方法の確立

など、さらなる改善に取り組むべきではないか。あわせて所見を尋ねる。 

 

△財政局長 財政局においては、これまでも基金の一括運用で蓄積したノウハ

ウを生かし、適宜、外郭団体等の資金運用の支援に努めてきたところではあるが、

このたびの指摘を踏まえ、外郭団体等の資金運用について、より積極的に支援を

行うとともに、資金運用担当職員の専門的な知識やノウハウをより円滑に継承

できるよう、取り組みを進めていく。 

 

◯尾花委員 本市は、26 年度は約１億 9,000 万円を一時借入金利息として支払

う一方、基金運用で約 38 億円の利子等を受け取っており、差し引き約 36 億円

がいわば純利益となっている。例えば、過去に緊急雇用創出事業を行い、100人

が半年間働くことができる就労支援を行ったが、その予算は１億円である。純利

益 36 億円であるから、これだけの財源があれば、3,600 人を半年間、就労支援

することができる計算になる。これまでいろいろと述べてきたが、さらなる改善

を行えば、より高みを目指すことができる。間断なく資金管理の運用益の向上に

取り組むことは、本市の厳しい財政状況の中で、市民の利益のために財源を生み

出すことができる財産の有効活用方策の一つとして、とても重要な施策である。

この項目の質問の最後に、資金管理の部局を統括する貞刈副市長の所見を尋ね

る。 

 

△貞刈副市長 議員指摘のとおり、運用益の確保は重要な課題と認識している。

基金の運用に当たっては、より効率的な運用を目的として、財政局において、各

局所管の基金を基本的に一括管理し、収益性が高く、かつ安全、確実な地方債や

国債等の債券を中心として、毎年度平準化して購入することで金利変動リスク
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を緩和するなど、安定した運用益の確保を図っている。提案いただいた外郭団体

等の資金運用に対する支援の強化にしっかり取り組むとともに、今後とも安全

性を確保しつつ、効率的な基金運用に取り組み、運用益の確保にさらに努めてい

く。 

 

◯尾花委員 次に多子世帯の支援策の拡充について尋ねる。さきの統一地方選

では、多くの高齢者から年金のマクロ経済スライドの方式についての質問を受

けた。そのとき強く感じたのが、年金の支え手をふやす取り組みを真剣に進めな

ければならないということである。また、先日、市民相談で、乳飲み子を含め、

小さな子どもが４人いる専業主婦からいろいろと話を聞く機会があった。朝は

５時起きで弁当をつくり、幾度となく洗濯機を回し、掃除、幼稚園への送迎、買

い物、夕食の準備などフル回転、食費、おむつ代など生活必需品、光熱費、外出

の際の交通費、幼稚園などの通園費用などもばかにならず、子どもが１人でも病

気になったらパニック状態になると聞き、体力的にも精神的にも経済的にも大

変な苦労の中、けなげに子育てに奮闘している姿にとても感銘を受けた。年金の

支え手をある意味懸命に育てているこの多子世帯の人々こそ、社会全体でしっ

かりサポートしていかなければならないのではないか、そうした思いに強く駆

られ、この多子世帯の支援策の拡充について質問する。現在の少子化の状況は、

我が国の社会経済の根幹を揺るがしかねない危機的な状況にあると言われてい

るが、その意味を、出生数と人口減少数、高齢化率を使ってわかりやすく示され

たい。あわせて、我が国を取り巻く少子化問題に対する本市の現状認識を尋ねる。 

 

△こども未来局長 国の少子化社会対策大綱によると、我が国の平成 26年の出

生数は推計で 100 万 1,000 人と過去最少で、年間の自然増減数も推計で 26 万

8,000人の減となっている。また、人口減少とあわせて、高齢化が進行しており、

平成 72 年には高齢化率が約４割に達すると推計されている。本市においては、

福岡市基本計画の推計によると、14歳以下の年少人口が平成 32年ごろをピーク

に減少に向かう一方で、高齢化率は平成 52年には 31％に達すると予測されてい

る。こうした状況に伴い、地域や社会の担い手の減少、現役世代の負担増加、経

済や市場の規模の縮小や経済成長率の低下などの影響が生じることが懸念され

ており、少子化問題は大きな課題であると認識している。 

 

◯尾花委員 一方で、少子化危機は克服できる課題とも言われている。フランス

やスウェーデンは、子育て支援の充実や仕事との両立支援策など、長期にわたる

少子化対策により、一旦は低下した出生率が 2.0 程度までの回復に成功した。

また、国全体としてみれば、少子化が進行し続ける我が国においても、少子化対
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策に真剣に取り組み、子育てしやすい環境を整備する努力を地域全体で行って

きた結果、高い出生率を保ち、また、出生率が上昇した地方自治体も出現してい

る。そこで尋ねるが、本市の最新の総世帯数と多子世帯数、総世帯数に占める多

子世帯数の割合を示されたい。あわせて、最近の本市の合計特殊出生率の状況を

政令市比較で示されたい。 

 

△こども未来局長 本市の最新の総世帯数は、平成 27年９月１日現在の推計で

76 万 6,413 世帯となっている。そのうち、多子世帯は２万世帯程度で、総世帯

数に占める割合は 2.6％程度と推測している。また、本市の合計特殊出生率は、

最新の調査結果である平成 22年の国勢調査によると、1.25となっている。同じ

時点で、全国は 1.39、政令指定都市は 1.09 から 1.57の範囲であり、本市は 19

政令指定都市中、低いほうから４番目となっている。 

 

◯尾花委員 多子世帯数は総世帯数の約 2.6％、合計特殊出生率は政令市のうち、

下から４番目ということである。国立社会保障・人口問題研究所の 2010年の調

査によれば、理想の子ども数が２人と答えた夫婦の割合は約 50％、３人は約 40％、

４人以上は約５％、１人は約４％となっている。３人以上の子どもを持つことは、

子育て、教育、子ども部屋の確保など、さまざまな面での経済的負担が大きくな

り、それが第３子以降を持てない最大の理由となっている。全ての子育て家庭を

支援していく中で、３人以上子どもを持ちたいとの希望を実現するための環境

を整備することは、現在の少子化に歯どめをかけることにダイレクトにつなが

る。そこで、26 年度決算ベースにおける多子世帯の支援策の概要と事業費、子

育て支援策全般に占める割合、その効果について尋ねる。 

 

△こども未来局長 多子世帯支援策については、第３子以降の児童を対象に、保

育料の免除等を行う第３子優遇事業のほか、児童手当や児童扶養手当の加算を

行っている。また、多子世帯に限定した支援ではないが、留守家庭子ども会に兄

弟児が同時に入会する場合、２人目以降の基本利用料の全額免除などを行って

いるほか、保育料も、同時に保育施設などを利用している場合には、２人目の児

童を半額、３人目以降の児童は無料としている。多子世帯の支援に係る事業費は、

第３子優遇事業の事業費及び児童手当、児童扶養手当の加算に係る事業費を合

わせ、26年度決算で 15億 8,094 万 7,000円と推計しており、子育て支援策全般

に占める割合は約 1.6％である。また、その効果については、事業との関連の検

証が難しい状況であるが、第３子優遇事業を開始した平成 17 年と平成 25 年と

を比較すると、第３子以降の出生数は、平成 25 年が 2,259 人で、655 人の増と

なっており、また、出生全体に占める第３子の割合も、12.9％から 15.3％へと
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増加している。 

 

◯尾花委員 多子世帯に係る施策の事業費は、子育て支援策全般の約 1.6％にと

どまっているということである。それでは、27 年度に新たに実施した福岡市多

子世帯応援券事業の概要とその事業費、その狙い、翌年度以降も事業は継続され

るのか尋ねる。 

 

△こども未来局長 事業概要は、国の交付金を活用し、児童手当の受給者で３人

以上の児童を養育している世帯へ１万円分の多子世帯応援券を配付するもので

あり、事業費は、全体で２億 5,001万 6,000 円である。本事業の狙いは、日常的

に経済的負担が大きい多子世帯を支援するとともに、子育て関連用品を中心と

した消費喚起を図るものである。また、本事業は国の地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金を活用し実施するものであり、単年度事業とされていること

から、翌年度以降の実施は予定していない。 

 

◯尾花委員 この事業は、日常的に経済的負担が大きい多子世帯を支援すると

ともに、子育て関連用品を中心とした消費をふやすという点で一定の効果を上

げているようであるが、財源となる国の交付金の名前が、地域活性化・地域住民

生活等緊急支援交付金とあるように、事業の継続性の担保はなく、一時的な支援

という性格を払拭し切れないもののようである。他の政令市では、多子世帯の支

援策として特色ある事業を行っているようであるが、札幌市、新潟市、北九州市

の事例を示されたい。 

 

△こども未来局長 札幌市は、交付金を活用し、高校３年生までの子どもが３人

以上いる世帯に１万 1,000 円分のプレミアム商品券を無料で配付している。ま

た、新潟市は、子どもが３人以上いる世帯の医療費を入院、通院とも高校３年生

まで助成するとともに、小学３年生以下の子どもが３人以上いる世帯の第３子

以降の保育料を無料にしている。北九州市は、市営住宅の定期募集において、多

子世帯の募集枠を確保するとともに、一定の要件を満たす民間賃貸住宅等に転

入する若年の多子世帯に対し、転入費用の一部助成等を行っている。 

 

◯尾花委員 どの自治体も一生懸命、多子世帯支援に取り組んでいる。26年度、

正確には平成 27 年３月 20 日に閣議決定された少子化社会対策大綱において、

重点課題の一つである「多子世帯への一層の配慮を行い、３人以上子どもが持て

る環境を整備する」において、施策の具体的な内容として掲げられているものは

何か。 
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△こども未来局長 まず、子育て、保育、教育、住宅など、さまざまな面での負

担軽減として、幼稚園、保育所等の第３子以降の保育料の無償化の対象拡大等に

向けた検討、また、多子世帯または第３子以降を対象とする保育所等の優先利用、

また、住宅政策における多子世帯への配慮、優遇措置が掲げられている。また、

社会の全ての構成員による多子世帯への配慮の促進として、子育て支援パスポ

ート等事業の充実や、公共交通機関等における負担の軽減の要請が掲げられて

いる。 

 

◯尾花委員 子育て、保育、教育、住居など、多子世帯におけるさまざまな面で

の負担の軽減の充実に取り組むことが打ち出されており、具体的な施策として、

多子世帯または第３子以降であることを、保育所等の優先利用の事由の一つと

して位置づけることが挙げられている。そこで、まず、ニーズの高い病児・病後

児保育利用料の無料化を行ってはどうか。所見を尋ねる。 

 

△こども未来局長 病児・病後児デイケア事業の利用者負担金は１日当たり

2,000円であるが、生活保護世帯や市県民税非課税世帯には全額免除、所得税非

課税世帯は半額免除とするなど、所得に配慮した利用負担としている。多子世帯

の無料化については、国や他都市の動向に留意していきたい。 

 

◯尾花委員 ＵＲ都市機構が多子世帯を対象に 20％の家賃減額を実施している

ようであるが、平成 27 年９月 28 日現在の募集戸数は、福岡市全体で９戸にと

どまっており、絶対量が足りていない。そこで、住宅政策における多子世帯への

配慮、優遇措置として、埼玉県などの自治体で既に取り組んでいる中古戸建住宅

取得と住宅リフォーム費用に対して助成する多子世帯向け中古住宅取得・リフ

ォーム支援事業、北九州市の新婚・多子世帯等への家賃・住宅購入補助、大阪市

の住宅購入ローン利子補給などを行ってはどうか。また、私の住んでいる地域で

は、壁面に動物の絵や乗り物の絵が描かれている市営住宅をよく目にする。無機

質の灰色の壁面に比べ、とても温かな優しい気持ちになる。こうした子ども目線

のデザインの導入や児童の遊び場の整備など、子育て環境の整備を促進しては

どうか。地域全体で子育てを支援しているという意識の醸成にもつながると思

うが、あわせて尋ねる。 

 

△住宅都市局長 住宅政策における多子世帯への配慮、優遇措置については、少

子化への対応が大きな課題となっている中、多子世帯等の子育て世帯に対する

施策は重要であると考えており、今後、他都市の事例や住宅市場の動向等を踏ま
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え、検討を行っていく。また、市営住宅においては、機能更新の際に、みんなに

やさしいユニバーサルデザインの導入を図っているところであり、子どもに優

しい住宅という視点も踏まえ、環境整備に努めていく。 

 

◯尾花委員 少子化社会対策大綱では、社会の全ての構成員による多子世帯へ

の配慮の促進、すなわち、地方自治体、企業、公共交通機関など社会の全ての構

成員の協力により、多子世帯への一層の配慮、優遇措置を促進することが打ち出

されており、具体的な施策の事例として、子育て支援パスポート事業の充実と、

公共交通機関等における負担の軽減の要請などが挙げられている。ここで、青森

県弘前市の先進事例の視察調査を行ったので、少し紹介する。弘前市は、子ども

が３人以上いる世帯の市公共施設の利用料が無料になる「ひろさき多子家族応

援パスポート」と、市中心部での乗り降りする場合のバス運賃が親子で片道 100

円になる「まちなかお出かけパス」の発行を 25年度から始めている。子育て世

代の経済的な負担軽減を図るのが目的で、公共交通の利用促進や中心市街地の

活性化などの効果も出始めている。応援パスポートは、18 歳未満の子どもが３

人以上いる市内在住者が対象で、パスポートを提示すれば、プラネタリウムや植

物園、プールなど、市内 30の文化・体育・社会教育施設の入場料や使用料など

が、親子ともども無料になる。お出かけパスは、小学生以下の子どもとその保護

者が対象で、登録料として 1,000円を支払い、パスの発行を受けると、中心市街

地のバス停 24カ所で乗り降りする場合、運賃が保護者は片道 100円、子どもは

無料となる。弘前市の担当者によれば、多子世帯の人が応援パスポートやお出か

けパスを利用することによって、経済的負担の軽減のみだけではなく、親子での

外出や触れ合いの機会がふえ、文化・体育・社会教育施設の利用者数も伸び、食

事や買い物などをすることにより、地域経済の活性化にもつながり、二重三重に

とどまらず、四重五重の相乗効果があり、大変に喜ばれているとのことである。

多子家族応援パスポート事業に限って言えば、26 年度決算で、パスポート発行

世帯数 465 世帯、パスポート利用人数は延べ 2,370 人、事業費はパスポートの

発行関連経費５万円であり、市内の公共施設という既存ストックの有効活用に

もつながっている。「ひろさき多子家族応援パスポート」には名前と生年月日、

年齢が書かれている。また、これには、たか丸君というゆるキャラが書いてある

が、このパスポートを見せるだけで、市の公共施設に無料で入れるという仕組み

で、施設の利用料収入が少し減るというデメリットはあるものの、先ほど述べた

多子家族の経済的支援の強化、また、家族での外出機会の創出、また、文化・運

動・社会教育の推進と、それをはるかに上回るメリットがあり、多子家族世帯支

援に少ない費用で最大の効果を上げている。そこで尋ねるが、動植物園、プール、

福岡市美術館、福岡市アジア美術館、福岡市博物館などの市内の文化・体育・社
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会教育施設などの既存のストックを有効活用し、親子ともども無料などの利用

料減免の多子世帯の支援策を行ってはどうか。各施設の利用者の増加にもつな

がる有効な手だてと思うが、各施設の過去３年間の利用者数の推移もあわせて、

所見を尋ねる。また、この事業のかなめとなるのが、この多子家族応援パスポー

トの発行だが、本市としても多子家族応援パスポートを発行し、同様の事業を行

ってはどうか。子ども施策を担当するこども未来局長に所見を尋ねる。 

 

△住宅都市局長 まず、福岡市動植物園における過去３年間の入園者数は、24年

度は 81 万 683 人、25 年度は 95 万 4,855 人、26 年度は 99 万 916 人となってい

る。動植物園では、より多くの子どもたちに来園してもらうために、中学生以下

の子どもたちの入園料を無料としている。多子世帯への支援については、関係局

と協議を行いながら、対応を検討していく。 

 

△市民局長 各区の市民プールの過去３年間の利用者数の推移は、24年度は 73

万 5,783人、25年度及び 26年度は一部のプールが改修工事に伴い休館している

が、25年度は 72 万 6,499人、26年度は 72 万 1,462人となっている。市民プー

ルにおける多子世帯への支援については、関係局と協議を行いながら、対応を検

討していく。 

 

△経済観光文化局長 美術館、アジア美術館並びに博物館の３館の過去３年間

の観覧者数の推移は、３館の合計で、24 年度が 107 万 3,383 人、25 年度が 106

万 6,322人、26年度が 99 万 6,446人となっている。各館では、リニューアルの

時期を迎え、施設改修等による休館などの期間を含んでおり、年度により観覧者

数に変動があるが、おおむね年間 100万人前後で推移している。また、これら３

館においては、中学生以下の子どもの常設展示観覧料を無料とし、芸術や歴史に

触れる機会の提供に努めているが、多子世帯への支援については、今後、関係局

と協議の上、対応を検討していく。 

 

△こども未来局長 議員提案の多子家族応援パスポートについては、今後、国や

他都市の動向も踏まえながら検討を行っていく。 

 

◯尾花委員 動植物園は大胆なリニューアルが進行中であり、年々入園者数が

伸びている一方、プールの利用者数は横ばい、福岡市美術館、福岡アジア美術館、

福岡市博物館は、キッズコーナー、体験学習室「みたいけんラボ」の設置など、

さまざまな工夫をしているようではあるが、残念ながら客層は子ども連れが少

なく、観覧者総数は、ここ３年減少し続けている。本市は、市営地下鉄を持って
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おり、まずは地下鉄で先行して弘前市のお出かけパスのような多子世帯の交通

支援策を行い、その後は、民間の公共交通事業者にも協力をお願いしてはどうか。

また、地下鉄の駅に、子育て目線での利便性向上や周辺公共施設への誘導案内な

どをもっと進めてはどうか。京王線では車両内のラッピングに取り組んでいる。

そして、大阪市営地下鉄では、動物が動物園に近い出口を案内するという取り組

みが行われている。大阪市営地下鉄はそのほかにも、エスカレーターを上るとこ

ろに、こうしたキリンの絵があり、キリンは首も足もなかなか長いというイメー

ジで、子どもが楽しくなる。そして、改札をおりたところのコンコースに、アフ

リカの大自然が広がっているような、ケニアの自然保護区が描かれた大きな壁

面があり、観光スポットになっている。私の思いつきであるが、アートトリック、

３Ｄを使えば、さらに絵が飛び出したような感じになるが、これは動植物園に限

らず、美術館や博物館に近い駅にも利用できると思う。本市が管理運営している

公共施設での誘導案内は、本市がしっかりとイニシアチブを持ち、取り組みを進

めるなど、ハード面でもソフト面でも子育てに優しい公共交通機関のイメージ

アップを図ってはどうか、所見を尋ねる。 

 

△交通事業管理者 少子化社会対策大綱において、妊娠中の方や子ども連れの

人にとって、優しい施設や外出しやすい環境の整備が公共交通機関に求められ

ているということは、十分認識している。これまで、福岡市営地下鉄では、子育

て中の人や子どもが安全で快適に利用できるよう、車内でのベビーカー優先ス

ペースの設置や優先席の拡大、小学生を対象とする「ちかまるきっぷ」の発売な

どに取り組んできている。提案の多子世帯への交通支援策については、少子化社

会対策大綱の趣旨を踏まえ、子どもとの外出を応援するためのサービスなどの

提供や、子ども連れの家族への配慮など、今後、検討を行っていく。また、他事

業者で行われている動植物園などとの連携について、今、提案があったが、子ど

も目線にも配慮した周辺施設への誘導案内など、子育てに優しく魅力的な地下

鉄を目指した取り組みを検討していく。 

 

◯尾花委員 多子家族応援パスポートの発行により、各種店舗の割引等のイン

センティブができないのか調査していたところ、既に福岡県において、18 歳未

満の子どもがいる子育て家庭を応援する事業として、子育て応援の店推進事業

が行われているようである。これは、子育て応援の店の登録店舗に子ども連れで

行くと、商品の割引やベビーベッドの設置など、それぞれの店が考え提供する各

種サービス、特典が受けられるというものである。残念ながら、本市の子育て支

援のポータルサイト「ふくおか子ども情報」には、この事業が紹介されていない

が、大変有効な施策だと思う。子育て中の人にこの事業をもっとＰＲするととも
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に、登録店舗数をふやす取り組みに本市も積極的に協力してはどうか。所見を尋

ねる。 

 

△こども未来局長 福岡県の子育て応援の店推進事業については、指摘のとお

り、子育て家庭を支援する上で有効な施策であると認識しており、ポスター掲示

などの協力を既に行っている。今後とも、「ふくおか子ども情報」ホームページ

でのＰＲを含め、さらに協力を進めていきたい。 

 

◯尾花委員 少子化社会対策大綱では、公共交通機関における負担の軽減を含

め、社会のあらゆる分野において、多子世帯への支援についての要請を行うこと

になっている。26 年度福岡市基本計画に係る実施状況の報告によると、プロス

ポーツの振興の成果指標に対する達成状況は数値が下がっていることを示すＣ

であり、観覧者数は伸び悩んでいるようだが、その状況を尋ねる。あわせて、そ

の打開策の一つとして、多子世帯への支援策の協力をお願いしてはどうか。所見

を尋ねる。 

 

△市民局長 第９次福岡市基本計画の成果指標として掲げている、本市を活動

拠点とするプロスポーツチームなどの主催試合観客数については、福岡ソフト

バンクホークスを除き、ここ数年横ばいとなっており、伸び悩んでいる状況であ

る。議員提案の多子世帯を対象とした支援策への協力については、主催している

各プロスポーツチームに対し働きかけを行っていきたい。 

 

◯尾花委員 少子化のトレンドを変えるため、直ちに集中して取り組むことが

重要と言われている。少子化は今、この瞬間にも進行し続けている。少子化への

対応が遅くなれば遅くなるほど、将来への影響がより深刻になる。直ちに集中し

て取り組めば、少子化のトレンドを変えることも可能である。本市において、多

子世帯の支援に集中的に取り組むことは、国の最重要課題の一つである少子化

への対策に先鞭をつけたことになる。どの政令市よりも、福岡市は少子化に真剣

に取り組んでいる、福岡市は子育て支援に本当に優しいまちだと、イメージを発

信することにつながる。行政による支援の充実に加え、将来の支え手である子ど

もを数多く苦労して育てている多子世帯を大切にするという意識が社会全体で

深く共有され、行動にあらわれることで、若い世代が、出産、子育てに対し、よ

り前向きに考えるようになると思う。結婚、妊娠、子ども、子育てに温かい社会

の実現に向け、本市において社会全体で行動を起こすべきときは、今である。最

後に、多子世帯の支援策の拡充に対する高島市長の所見と決意を尋ねて、私の質

問を終わる。 
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△市長 少子化は、地域や社会の担い手の減少、そして、現役世代の負担の増加、

経済や市場の規模の縮小や経済成長率の低下など、個人、地域、企業、国家に至

るまで、多大な影響を及ぼす問題であると指摘されており、国においても、今後

５年間に集中的に政策に取り組むこととしている。本市においても、これまで子

育て世帯への支援として、妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援や多様な保

育サービスの充実、また、経済的な支援などに加え、多子世帯を対象として、第

３子優遇事業を実施するなど、安心して産み育てられる環境づくりを進めてき

た。今後も、こうした取り組みを推進するとともに、多子世帯への支援の充実に

ついて、検討していく。 

 


