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Ⅰ 個人情報保護法改定による市の個人情報の取り扱いについて 

個人情報保護について市民の関心も高い。行政には個人情報を含むデータが集まってくる。その行政が持っているデータを特定の個人を容易に識

別できないように加工すれば、本人の同意がなくても第三者に提供できる仕組みが安倍政権の時に導入された。昨年、個人情報保護法の改定によ

って、行政・民間・・独立行政法人それぞれで別建てとなっていた個人情報保護法をひとつにまとめる一元化が行われ、保護の対象となる公的部門

の個人情報の範囲を狭める新しい個人情報保護法が制定され、来年４月に施行される予定となっている。政府は自治体ごとに定められた個人情報

の規定がデータ流通の支障となるとしていわゆる２０００個問題ということを言って一旦リセットしようとしている。個人情報保護委員会と総務省自治行

政局から出された資料＝改定個人情報保護法の施行準備について、の中では、「個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合などについて、類

型的に審議会への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして許容されない」などとしている。 

国におけるこうした個人情報保護関連法改定後、個人情報の取り扱いについてどのような点で変更があったのか明らかにする必要があると考え、以下

質問する。 

質問 答弁 

１時間４7分 

１ 非識別加工情報、匿名加工情報のそれぞれの定義はどのよう

になっているか、個人情報の取り扱いの変更について市民にはどのよ

うな方法で説明したのかうかがう。 

 

 

非識別加工情報、匿名加工情報の定義としてはいずれも特定の個人を識

別できないよう個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、

当該個人情報を復元できないようにしたもの。非識別加工情報は国などの

公的部門において定義されており行政機関の内部で作成されたものと照合

し特定の個人を識別することは禁止されておりませんが、民間の○○におい

て定義された匿名加工情報は特定の個人を識別することが禁止されており

ます。国・独立行政法人の規律であった行政機関個人情報保護法、独立

行政法人保護法が R４年４月に個人情報保護法に一元化されたことから、

現在は匿名加工情報に統一されている。 

市民への説明は、R5年４月から個人情報保護法が地方公共団体にも適

応されることから、現在、東村山市個人情報保護に関する条例の改正作業

を進めており、新条例への施行までに説明方法についても検討していこうと

考えている。 

１（再）匿名加工情報に統一されたということで、同じ意味かと思

うが、個人が特定されないように加工されているから、匿名加工

一元化されることによって、匿名加工情報ということになるので、定義の変

更については、一元化後の定義は現行の個人情報保護法の定義、容易に
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情報は個人情報にあたらないというのが市の考え方か。 照合可能性を要件とするものというふうになるので、個人情報保護法・・・

（ちょっと待ってください） 

一元化された個人情報、匿名加工情報については個人情報を復元するこ

とを禁止されているので個人情報には当たらないという認識になる。 

１（再２）３月１０日の政策総務委員会でも議論がされている、

今、部長の答弁で復元が禁止されているから個人情報ではな

いんだという答弁だったと思うが、政策総務委員会でもあらゆ

る個人を特定する記述を削除しマスキングすれば民間事業者

への提供ができる仕組みだというような行政機関個人情報保

護法についての答弁がありました。行政機関非識別加工情報

の対象となる固有個人情報は一定の要件を満たすものに限ら

れているんだという説明や、非識別加工情報については、条例

の中では定義をしていないということが答弁の中であったと思

う。今、再質問と合わせて答弁してもらったことと合わせても、

自治体はたくさんの情報が集まってくるが、復元されない、個

人が特定されない情報であるから個人情報として扱うことはし

ないと、そういう運用をしていくということで、私の認識に間違い

があれば教えてほしい。 

議員のいう通りである。 

１（再３）一元化することによって匿名加工情報をすれば利活

用が進む、進めるというのが国の方針であって、それに市も従

うということだと思うが、以前にも話してきた通り、個人情報の漏

えいの問題や、個人情報が不当に使われないように関与する

権利や、自己情報コントロール権、情報の個人決定権が奪わ

れてしまうというすごく大きな問題があると私たちは考えてい

る。自治体が集める個人情報は、公権力を行使して取得した

り、申請や届け出によって義務として提出されたもの。介護・子

育て・教育・健康等、自治体が持っている膨大な住民サービ

スにかかわる情報を利活用のためとして民間企業に提供して

いくことは、私は、東村山がやるべき仕事ではないのではない

基本的には R５年４月から個人情報保護法に条例を合わせていくような形

になるので、議員がいうことについてはよく理解しているが、市としても個人情

報保護法にのっとって、今後条例をどうしていくか今検討しているので、心配

になるようなことにならないように市としても十分に検討したうえで条例を作

っていきたいと考えている。 



１２番 浅見みどり 

3 

かと思うが、そのあたりについての見解があればうかがう。 

国の問題というのはすごく大きいと考えている、東村山市が公

表している個人情報目録を見ると、４３０以上が掲載されてい

る。これに関する情報がどのように扱われるのかというのは本

当に大変な問題。国に対しても、やめてほしいという意見を挙

げてほしいと思う。 

 

２ ２ 非識別加工情報/匿名加工情報の活用状況について、データ

を活用した事例の件数・規模・事業内容を具体的うかがう。 

現在の東村山市の条例に非識別加工情報/匿名加工情報についての定義

がないことから活用した事例はない。 

３ ３ 非識別加工情報/匿名加工情報について民間事業者からの

利用提案件数・審査件数・契約件数をうかがう。 

制度がないため、実績はない。 

４ ４ 非識別加工情報/匿名加工情報の取り扱いについて、今後の

市の考え方・方向性をうかがう。 

 

R５年４月施行される改正後の個人情報保護法における匿名加工情報の取り扱

いについて申し上げる、改正後の個人情報保護法には、市を含む行政機関が自

ら加工し作成する匿名加工情報の利用について民間事業者からの提案を募集

できる仕組みである行政機関等匿名加工情報の提案募集制度がある。この制

度については、都道府県及び指定都市のみ実施が義務化されているものである

が、当市においては民間事業者の需要・データ加工の技術などの実態が見えて

こないことから R5年４月からの導入については慎重に検討しているところ。また、

市が民間事業者から匿名加工情報を取得した場合の取り扱いについても、改正

後の個人情報保護法に定めがある。具体的には、第三者に提供する際の提供

方法等の公表、特定の個人を識別する行為の禁止、漏洩の防止に係る措置を

講じること等が義務付けられている。いずれにしても R5年４月以降の匿名加工

情報の取り扱いについて、改正後の個人情報保護法の規定に従い、適切に取り

扱っていく。 

この問題は、個人情報保護運営協議会？（言い間違えた？）

の中で議論されて区かと思うのだが、議事録を見ると、「要配

慮個人情報については横出しとして条例の中で条例要配慮個

人情報として定めることが可能な設計となっている、地域の特

性に応じたものがある場合は法律に定める範囲において条例

まだ実態としてどのようになるのか見えてこないところもあって、近隣市に伺っても

導入についてはだいぶ慎重になっているのでそこは、今後も慎重に検討して進め

ていきたいと考えている。 
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で定めることが可能ということなので積極的に活用してほし

い。」という発言があった。危険性について不安を持っている。

東村山市はできる規定で、義務ではないというところがあるの

で、慎重に、活用するというよりは活用を控える方向でやってい

くことが必要ではないかと思っているがいかがか。 

これまで指摘してきた通り、情報の漏えいとかいろんな事件が起

きるたびに、みんなわざとやっている訳ではなくて、ヒューマンエ

ラーやいろんなことがあって起きている。情報が集まれば集まる

ほどリスクが高まるのでこれは慎重にやってほしい。 

 

Ⅱ インボイス制度の対応に係る留意事項等について 

総務省からの通知（総税都 44号 2022年 6月２０日付）では、インボイス制度導入についての留意点が示されている。インボイスが導入さ

れた場合の当市における対応はどのようになっているか、一般会計、特別会計それぞれについて以下うかがう。 

１ 1システム改修は必要か。必要な場合の費用と今後のス

ケジュールをうかがう。 

経営政策部担当部長 

主なものとしては、財務会計システムが想定されるが、財務会計システムについてはパ

ッケージのバージョンアップによる無償での対応が可能であると見込んでいる。スケジュ

ールについては R5年１０月１日の制度開始までに対応が完了するよう、今後事業者と

詳細を調整していく予定である。 

 

まちづくり部長 

下水道会計については、消費税の課税事業者であるためインボイスの事業者の申請は

行う必要がある。そのため現在発行している請求書等の様式を変更するためのシステ

ム改修は必要となってくる。スケジュールについては R５年３月３１日までに税務署に対

し、インボイス発行事業者の登録申請をし、システム改修業者と契約を行う等 R５年１０

月１日のインボイス制度開始に向けて準備を行うこととなる。システム改修費用につい

ては、今後の入札、見積もり事務等に影響を与える可能性があるため答弁は控える。 

１（再） 一般会計については無償対応、下水道は具体的な

金額はでないということだった。システム改修について国から

下水道事業会計については特段ない。 
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の補助金はあるのか。 

ないということが通知の中にも入っているが、システム改修

する場合は全部自治体が東村山市の一般財源、じゃない、

東村山市の会計の中で全額やってかないといけないのか。

財源について。 

下水道会計の中で対応していくことになる。 

これまで特に陳情審査の中で意見表明してきたが、取引ごと

のインボイスの発行、７年間の保存など、事務負担もすごく増

えるし消費税の負担も出てくると思っている。個人事業主やフ

リーランスにも大きな影響があることもこれまで言ってきた。私

たちとしては、インボイス制度が、やめるってことが大事かなと

思っているが、万が一、２番のところですが、 

２ インボイスが、万が一予定通り導入された場合、当市がイ

ンボイス制度の対応をしなかった場合の影響額をうかがう。 

 

一般会計がインボイス制度への対応をしなかった場合ということであるが、ご質疑の通

知では一般会計ではインボイスに対応するよう依頼されているため、対応しないことは

想定していないが、対応しなかった場合、当市が売り手となり課税取引の買い手となる

課税事業者が仕入れ税額控除ができないということが考えられるが、一般会計そのも

のとしては影響はないということになる。国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢

者医療事業の３つの特別会計では、現在当市が売り手となる課税取引自体がないとい

うことから当市がインボイス制度の対応をしなかった場合でも、買い手となる課税事業

者が仕入れ税額控除をできなくなることが生じないため、金額としての影響はないものと

とらえている。 

 

下水道事業会計については、消費税の課税事業者であるため、税務署にインボイス発

行事業者の登録申請を行うことから、インボイス制度に対応しないということは想定して

いない。 

対応しないことはないから影響額はないということでわかった  

３ 別添３のＱ８には、インボイス対応が必要な取引の例が書

かれているが、当市におけるインボイス対応が必要な事業と影

響額をうかがう。 

こちらは一般会計について申し上げる 

公共施設等の施設使用料や広告掲載料、物品の売却等に関するものとしての固有財

産の売却・貸付等の課税取引についてインボイス対応が必要となると認識している。こ

れらは当市が売り手となる取引であるので、インボイス対応による金額としての影響はな

いものととらえている。 

３（再）当市においての影響はないということがわかった。では

当市と取引のある事業者にとっての影響額の試算は出してい

当市が売り手となって、買い手となる課税事業者がどれくらいいて、どういう取引をして

いるかというのは全くわからないので額としては算定できない。 
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るか。 

算定はできないが、かなり影響はあるというのが調べているう

ちにわかる 

 

４ 免税業者との取引はインボイス導入後にどのような変更

があるか。 

一般会計、３つの特別会計においてインボイス導入後も取引上の変更はない。 

下水道事業会計についても取引上の変更はない。 

４（再 1）取引上以外の変更にはどんなものがあるか。 取引上以外の取引というのは会計上ないので市としての影響はないという答弁。 

下水道事業会計についてはこちらが買い手として取引を行った場合、これまで相手

方にかかわらずすべて課税取引の合計額から消費税相当分を控除することができ

たが、インボイス制度導入後は、免税事業者との取引では申告の際に仕入れ税額

控除を受けられない可能性が出てくるということがある。 

５ シルバー人材センターへのインボイス対応についてうか

がう。 

シルバー人材センターにおいてもインボイス対応をしないことについては想定して

いない。 

インボイス対応を市が進めることはわかった。東村山市のシルバー

人材センターの決算を見ると年間で５億 7千万実績があって公共

が３億９千万円、民間が 1億 7千万円ということだった。東村山市

は対応するからと、対応したことによってそこで勤めている高齢者の

方々の報酬には影響が出てくるものだと思っているが、今回質問に

入れてないので質問できないかと思うが、議長がうなずいているの

でできないが、インボイスは問題だということで質問に挙げている。 

これもさっきの個人情報の問題と一緒で国の制度とすごくかかわっ

ていて、当市だけでどうこうするっていうのでもないっていうのもわか

ってはいるが、市民への影響が出るので国に対してもやられたら困

る、７年も保存しなきゃいけないとか、インボイス対応とそうでないの

と分けなきゃいけないとか、個人情報も全部公表されちゃうんだとか

いろんな問題が出てきているので、市としても研究をして国に対して

要望をあげてほしい。 
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Ⅲ 学校給食の拡充と無償化の実現を 

１ 中学校給食による食育の成果、児童への影響・

効果について市の見解をうかがう。 

 

答弁 

中学校給食による食育の指導についてはこれからの社会を生きる健やかな体の育成をはかるため

にも極めて重要であるととらえている。現在、中学生への食育の指導としては市の給食運営委員会

で策定している食育推進プランに基づき給食指導を行っているほか、各教科や特別活動など教育

活動全体を通して食育の推進をはかっており、成果としては健全な食生活の実現と豊かな人間形

成をはかる上で健全な食生活や食環境が欠かせないものであるということの理解が深まっているも

のととらえている。また、選択制の中学校給食を通し、発達段階において食事を通して栄養価も視

野に入れながら健康面等を自ら学び、自ら考えることで食の自立性を身に着けることにも食育の効

果につながるものとしてとらえている。 

※ 6月議会では、小学校給食による食育の成果、児童への影響・効果について「栄養バランスの

よい給食を食事のモデルとして家庭に伝えられるものにしており、子供たちの嗜好を把握するこ

とにより献立内容を多様にし給食を通して食に対する知識や○○を培っている。また、地場野

菜農家が学校に直接納品や給食時間に野菜を紹介することで生産者の方を身近に感じられ

る」との答弁があった。中学校では効果が違うのではないか。食育と言えるのか。 

これまで何度も共産党会派として言ってきている

が、健全な食生活とか食育という面で、どうしても

選択制だと食べてる子と食べてない子で受け取

れるものが変わってしまうのではないかと思うが、

それはまだ市の見解は変わらないのか。 

全員で給食を食べる場合は食の自立性ということは、給食を喫食することで考えることはある。ただ

一方で選択制の良さとしては例えば学校以外での私生活や将来におけるバランスの整った食事の

選択とかを自ら考える、いわゆる持ってきたお弁当がどういう栄養価であったりとか、どういう必要な

栄養素があるということを自分のお弁当についても考えることは、食の自立性というところでは一定の

効果があるという風にとらえている。 

この話をするといつもものすごく納得がいかないが

同じことを繰り返しても仕方ないので 

 

2 中学校で実施しているスクールランチのアンケ

ートの目的と実施の経過をうかがう。 

 

当市の中学校給食についてはご案内の通り、保護者や生徒の意向を踏まえ学校とも協議して選択

制を導入した経過があることから、当時者である生徒、保護者の意見を把握する目的で継続的に

アンケートを実施している。生徒へは平成１７年度から、保護者へは平成３０年度から毎年実施し
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ている。 

※ 6月議会では、小学校給食による食育の成果、児童への影響・効果について「栄養バランス

のよい給食を食事のモデルとして家庭に伝えられるものにしており、子供たちの嗜好を把握す

ることにより献立内容を多様にし給食を通して食に対する知識や○○を培っている。また、地

場野菜農家が学校に直接納品や給食時間に野菜を紹介することで生産者の方を身近に感

じられる」との答弁があった。中学校では効果が違うのではないか。食育と言えるのか。 

当事者の意見を把握するためにアンケートを行

うことは大事なこと。年度によって改定されてい

ることも見ていて、たとえばスクールランチは好き

かという設問がなくなったりとか、皆さんが考えて

補強して改善していると思う。以前にもスクール

ランチまたは選択制についてどう感じているかと

いう設問があるが、この中で「できれば自校方式

が望ましい」とか、そういう回答の選択肢をつくる

ことをぜひ検討してほしいがいかがか。 

そもそも中学校においてはもともと給食室がない。なので、そこについて問うことは現実的ではないと

とらえている。 

当事者の意見を把握するためのアンケートなの

でぜひそれも入れていただきたい。 

 

３ 中学校で全員給食が実現できていない自治体

は都内ではわずか３市です。中学校で全員給食が

実現できていないことについて市としてどうとらえてい

るか。 

 

当市の中学校給食の選択制については、保護者や生徒の意向を踏まえ、個人の選択の自由を尊重

し導入した経過がある。選択制であることにより食育の推進の観点から、発達段階に応じて食育を通し

て健康面などを自ら学び自ら考えることで食の自立性につながることととらえており、教育的な見地か

らも必要であると認識をしている。R3年度のスクールランチアンケートの調査結果では、生徒について

は約 94％が現状の選択制がよいという意見をもらっている。保護者については、約 80％の方が現在

の選択制に満足をしている、どちらかといえば満足していると回答しており、肯定的にとらえていただい

ているものと認識している。なお現在のスクールランチについては全員が注文をしても対応できる能力

があるので、今後についてもさらなる喫食率の向上に向けて生徒保護者対象のアンケートへのご意見

をより良い中学校給食の運営を行っていきたいと考えている 

※ ネグレクトにより給食を食べていない子や菓子パンなどで済ませている子への対応はどうなってい
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るのか。 

※ 最終的にはアレルギーがある子も、ネグレクトの子も、全員が食べられる給食を提供する方向に

転換してほしい。選択制で良いとしてしまったら、給食の拡充は進まない。それがだれも取り残さ

ないという SDGｓの考え方ではないか。 

教育的見地からも必要だと、選択制にすることによ

ってすごいいいことがあるんだという答弁だったと思

うが、コロナということもあり、その前から子供の７人

にひとりが貧困だということがいわれており、東村山

市として貧困実態調査はしていないが、表には見え

なくてもそういう子もいると思う。ネグレクトとかによっ

て給食を食べていない子も、十分な思うような食事

を食べていない子とか、そういう子も全員給食じゃな

いことによって出てしまうということが起きると思って

いる。 

そのあたりのところは、学校給食について議論しない

のか。以前からとても納得がいかないところだが、ど

うか。 

当市のスクールランチについては全員が注文しても対応できる能力は持っているので、われわれとして

は喫食率をどうやって喫食してもらうかはこれからも非常にまあ改善を図っていきたいと考えているし 

保護者の中には、お弁当をつくるのが大変だとか共働きだということもあるかと思うが、ご家庭の中でも

子供は選択制がいい、保護者の一部には全員給食がいいという考え方もあるかと思うので、それは食

育のひとつになるのではと考えているので、家庭の中においても議論をしていただきたい。 

コロナにおいてという話もあったが、スクールランチについてはお弁当方式というところでは配膳もなくコ

ロナにおいては効果があったものととらえている。 

教育的見地はいろいろあり私より部長のほうが詳し

いと思うが、ネグレクトとなってしまうと家庭で議論す

るということがそもそも前提にならないと思う。だから

給食の意味はすごく大きいし選択制ではなくて全員

給食を実現するという意味はそこにあるのではない

かとずっと思っている。 

 

４ 小学校給食の提供方式についてうかがう。給

食あり方検討会が始まっているが、会議の中で

「自校方式は継続できないので、議論する際に

は自校方式ではないあり方を検討してほしい」と

学識経験者から発言があった。 

あり方検討会については７月１６にちに開催した。会議資料議事録とも HPに掲載している。 

会の中で学識経験者の方からそのような発言があったとは認識していない。そのような趣旨で発言し

たことはない。 

事務局から現状と課題についての説明に対し、老朽化や狭隘化といった様々な課題がある給食調理
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後から見たら、給食室単体での建て替えは法令

や基準との関連を考えると公共施設再生計画

との整合性がむずかしいことから現実的ではな

いという議事録になっていた。そうすると自校方

式の給食は維持しないのが市の考え方なのか、

改めてうかがう。 

室において持続可能な小学校給食の実現のためには自校調理方式だけではなくセンター方式や親子

方式等といった提供方式についてもアレルギー対応や食育の観点、将来の人口推計、公共施設再生

計画との整合性等を図りながら多角的に検討する必要があるとの趣旨のご意見は学識経験者枠の委

員のみならず他の委員からも発言があった。事務局としても多角的な視点から今後の検討を進めてい

きたいと考えているので、１回の検討会で自校方式を維持しないという考え方を示したものではない。 

※ 「それにとらわれることはない」が 6月の答弁。とらわれることはないどころか、全く選択肢に入れ

ないという会議体ではないか。 

※ 今年度はまとめる必要はなく、来年度に向けて共通認識を持ち方向性を作っていくという説明が

あった 

※ 多摩地域では統廃合によりセンター方式が増えた（事務局答弁） 

 

６月の答弁で、同じように質問したが自校方式にと

らわれることはないというのが 6月の答弁だっ

た。検討会をやる理由は、これまでの通りだとだ

めだよね新しいことやらないとねっていうときに検

討会が立ち上がって、この検討会が終わるころ

には、自校方式はいろんなことからできないか

ら、他の方式になるっていう結論になるっていう

風に思っている。そうではないですか、そういうこ

とではないと。自校方式やるんだってことが決ま

ったらそれでやるってことか。 

本検討会については会議の目的が小学校給食の在り方ということで小学校にフォーカスを当てて議論

してもらっている。その中で老朽化であったり狭隘化が著しい学校についてがあるということは前回の議

会でも言っている。 

その中で給食室の単体での建て替えということになると、当然法令とか基準の適合がむずかしいという

部分もあるということはあるし、公共施設の再生計画との整合も含めて全体を通して考えていく必要が

あると、その中の選択肢として他市でも実施しているセンター方式とか親子方式あるいはデリバリー方

式等も含めていろんな選択肢を、自校方式を含めて、そういう中で議論してもらうということで対応して

いる。 

５ 小学校の自校方式を見直すという方向性につい

て、子ども達・保護者・先生からはどのような意見

があるか。 

現時点でみなおしするという方向性は出していない、検討会では小学校給食の課題を抽出するという

意味で、意見は聞いていない。 

※ そもそも保護者や先生にきちんと知らせているのか。知らないうちに進めようとしているのではない

か。 

※ 地場野菜農家が学校に直接納品や給食時間に野菜を紹介することで生産者の方を身近に感じ
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られるという小学校の食育をどうやって継続するのか。 

質問はしないが、子供の権利条約とか意見表明権

とかいろいろ言われているし、やっておくべきだと

思う。給食だけではなくてほかの事も含めても、ま

だ決まってないから出していないというのではなく

みんなで議論して自校方式を続けてほしいと思

っている。 

 

6 給食費を公会計化し、私費会計によらない給食

の運営が必要ではないか。公会計化しないのは

なぜか。進めていることがあるかうかがう。 

学校給食費の公会計化については透明性の向上、効率的な債権管理、教職員の負担軽減等

がはかられることと認識している。一方で徴収事務方法の確立や食材納入業者である地元農

家、小規模小売店との手続等も煩雑になる等課題も多く、業務の整備を行うだけではなく、職員

等の人員配置の見直し等も必要であるととらえている。そのため移行に伴う混乱を避けるために

は慎重に進めていく必要があると認識をしている。現在においては先行自治体の取り組みや課題

等の整理等を行いながら調査研究を行っていく 

2021年 9月決算委員会でも 2019年 7月 31日

付けの文科省通知「学校給食費の徴収に関する

公会計化等の推進に関する通知」を引用され

て、「ガイドラインを参考に調査研究を行っていき

たい」という答弁があった。それから 1年くらいた

っているので、調査研究を具体化してほしい。 

 

7 全国で無償化している自治体は７６自治体。中

核市である青森市でも小中学校の給食無償化が

10月から始まる。青森市は、今年はコロナ臨時

交付金を充当し、来年度以降も財源を確保する

としている。東村山市では無償化についてどのよ

うな検討を行っているのか。 

教育費の負担軽減については、生活困窮者世帯については就学援助制度により必要な支援を行っ

ている。また、教材費については校長会等を通して負担軽減を図るよう、教育費総体として改善を進

めているところである・これらを踏まえて、給食費の無償化については財政的な負担が非常に大きいこ

とが課題であることから、現状において給食費の無償化についての検討の予定はない。 

8 給食費を無償化する検討はしていないという答

弁であったが、一方で多子世帯や３人以上の世

帯がいる家庭への減免の検討というのもある。例

給食費の多子減免については現時点では、就学援助制度による給食費減免やその他学校活動に

かかる費用を生活困窮世帯に援助することなどによって一定程度の減免をはかっている。その中で

対応をしていると認識している。 
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えば北区では第２子以降の子供に補助をする、

第３子以降の子は無償、葛飾区でも中学生以下

の子が 3人いる家庭の子はひとりは無償にすると

いうこともやっている。ちなみに北区は私費会計

の中でやっていて手続きが煩雑だということも聞

いているが様々なやり方がある。こうした多子世

帯や３人以上の家庭への減免の検討について行

うべきと考える。市長に見解をうかがう。 

具体的な検討せず。 

今後については、物価高騰で子供たちに必要な栄養を確保するための食材を、保護者からもらって

る給食費では賄えないということで、公費で賄うということにした。給食費については今後中長期的な

視点を入れながら、どのような負担軽減を図るのかについては研究する必要があるかと思う。 

教育費や学校給食費の問題について質問する

と、いつも就学援助や生活保護でやってるといわ

れるが、これまでさとう直子議員が取り上げてき

たように就学援助の規定についても水準が低い

し、その分どこで上乗せするのかっていうのが必

要ではないかと思う。一定程度の軽減を行ってい

るのはわかる。問題は一定程度の中身だと思う。 

給食費に公費を上乗せすることもできたのだか

ら、これだって検討すれば前に進むはずだ。ぜひ

検討をしてほしいがいかがか。市長にうかがう 

現下の状況で給食費の中で必要な食材がすべてまかないきれない状況になっている、今後もこの原

油高騰や高騰する食材費その他物価高の影響がいつまでどのように続くのか、見通せない。今回は

国からの臨時交付金を活用して１１％上乗せできたが、今後これら多子世帯だけでなくて、あまり保護

者の負担にならないようにどう確保していくかはどの自治体にとっても課題。 

こんご物価高騰の状況を見極めながらあまり保護者の負担を求めずに、十分物価状況も中止しなが

らどう対応するか検討していきたい。 

そのうえで、多子世帯への負担が課題となってくれば検討はするが、現時点では市としては食材の高

騰について市としてどう対応していくか、そこが一義的な課題として考えているところ。 

2時間３６分。 

 


