
福祉厚生常任委員会審査日程（オンライン）

招集日時：令和２年１２月７日（月曜日）午前１０時３０分

場 所：議事堂大会議室（オンライン開催）

※付託議案外質疑は事前通告制となっております。（12月4日午後1時まで）

１．開議

２．議案審査

３．付託議案外質疑（通告は事前通告制です）

４．委員間討議（議案）

５．請願審査

６．委員間討議（請願）

７．その他

＊審査は議案番号順に行いますが、審査状況により変更となる場合があります。

＊今委員会の出席者は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から議案質疑・通告のあった議案外質疑に

関係する原則副参事職以上のみ、かつ、自己の所管業務に関する部分に限ってのみの出席でお願いします。

議案番号 件 名 備 考

議案第６０号 取手市介護保険条例及び取手市後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例について 一括議題

議案第６３号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第６１号 取手市保育所設置条例の一部を改正する条例について

議案第６２号 取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について

議案第７７号 令和２年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
一括議題

議案第７８号 令和２年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第７９号 令和２年度取手市介護保険特別会計補正予算（第２号）

整理番号 件 名 備 考

請願第１３号 「取手市立戸頭北保育所」の存続を求める請願 請願者発言

請願第１４号 市民の共感と納得を得る行政運営に努めることを求める請願 請願者発言



福祉厚生常任委員会付託議案外質疑

事前通告一覧表

令和２年第４回定例会

質疑

順位
質疑者 質疑事項 質疑要旨

１ 細谷典男

委 員

死亡時の年金等の手続き

について

１ 遺族が受けられるサポート

（１）葬祭費

（２）死亡一時金

（３）年金等 遺族厚生年金

２ エンディングノート作成の支援

３ おくやみデスクでの対応状況

２ 齋藤久代

委 員

ぷらっと健康相談事業に

ついて

１ 中止になっているがその影響

２ 再開のめどはどういった条件になった時になるか

３ 再開後の考え方

４ それまでの代替策

不妊治療について １ 市内の実情（必要とするカップル数の推移・年齢

別・必要時間・成功数）

２ どんな声が届いているか

３ 保険適用までの期間における取手市独自の助成金

の拡大

３ 海東一弘

委 員

ひきこもり支援事業の現

況について

１ 現在までの取組状況等

２ 今後の取組や課題等

４ 遠山智恵子

委 員

国保運営について １ コロナ禍の中で、厚労省通知「資格証明書を被保険

証としてみなして取り扱う」について周知はされてい

るか

後期高齢者医療について １ 窓口２割負担化計画はいつの時点で出されたか

２ 高齢者の受診状況

地域包括支援センタ―に

ついて

１ 各センターの現状

２ 運営委員会への提起に関する経緯

３ 今後の進め方

５ 久保田真澄

委 員

コロナ禍における産後う

つについて

１ 産後の母親からの相談の窓口はどこか

２ 相談の内容

３ コロナ禍で里帰り出産ができない方の支援

４ きずなメールの検討



地域包括支援センター現状

圏域 法人・センター名 年度 職員数 窓口 電話
６５歳以上
R２.4.1現在

７５歳以上
R２.4.1現在

R1 825 件 4,395 件 3,871 件

H30 1,046 件 4,418 件 4,701 件

R1 1,527 件 7,114 件 4,132 件

H30 1,414 件 6,890 件 3,870 件

R1 517 件 2,664 件 2,260 件

H30 672 件 2,475 件 2,965 件

R1 3,604 件 16,965 件 9,375 件
第４圏域　5,114人
　　　　　　　36.4％

第４圏域　2,651人
　　　　　　　18.87％

H30 2,908 件 14,696 件 7,783 件
第５圏域　6,030人
　　　　　　　34.69％

第５圏域　2,609人
　　　　　　15.01％

【付託議案外質疑資料】

第１
社会福祉法人輝寿会
（地域包括支援センターはあとぴあ）

５人
8,853人
33.7％

4,774人
18.17％

第２
公益財団法人取手市健康福祉医療事業団
（地域包括支援センター緑寿荘）

５人
9,268人
34.18％

4,546人
16.76％

第３
社会福祉法人香寿会
（地域包括支援センターさらの杜）

４人
7,300人
32.88％

3,698人
16.66％

第４・５
社会福祉法人エンゼル福祉会
（地域包括支援センター藤代なごみの郷）

５人



「取手市立戸頭北保育所」の存続を求める請願

紹介議員 関戸 勇 細谷典男

・請願趣旨

取手市は老朽化した施設設備にかかる費用を抑えるなどの理由から、戸頭北保育所の廃止を検

討し、令和４年３月31日をもって廃止することを決定したとの説明を保護者に行いました。し

かしまだ議会は通っておらず、正式な決定ではないにもかかわらず、強引に廃止に向けて進もう

としています。

保護者からは、素案の説明から廃止決定の説明まであまりにも早すぎ、納得できないとの声や、

せめて子どもたち全員が卒園するまで延期して欲しいとの声が出ています。

廃止が実施されると、もともと取手市に12か所あった公立保育所が５か所だけになってしま

います。戸頭地区には２か所あった公立保育所がすべてなくなることになります。

戸頭北保育所は戸頭駅に近く、子育て支援センターや公民館、図書室なども隣にあります。公

園にも隣接し緑も大変多い地域にあります。通勤しながら子育てするには大変便利で最高の環境

にある保育所です。

市がしっかりと責任を持って管理運営をしていく公立保育所が身近にあることは、子育て世代

にとって安心して働き続けることができるなによりの支援となります。そして、そのことは地域

の活性化にもつながり、急速に高齢化しつつある戸頭の街づくりにとっても重要な役割を担って

います。戸頭北保育所の廃止は戸頭地区にとっても大変な損失となります。

老朽化した戸頭北保育所は廃止ではなく、環境の良いこの地に建て替えあるいは改修工事を行

うことが市としてやるべき子育て支援ではないでしょうか。

よって地方自治法124条に基づき下記事項について請願いたします。

・請願事項

１ 戸頭北保育所を廃止ではなく、存続してください。

令和２年１１月１９日

請願者代表

住所 取手市戸頭6-26-12

氏名 竹内 有子ほか6,592人

取手市議会議長 齋藤 久代 殿

請願 第１３号

受付 令和２年１１月１９日

付託 令和２年１１月３０日



市民の共感と納得を得る行政運営に努めることを求める請願

紹介議員 細谷典男

・請願趣旨

市民の共感と納得を得る行政運営を求めます。

戸頭北保育所をめぐる市の対応は一方的であり、特に戸頭地域では不信感が増幅し、市政には

何も期待できないという諦めの感情も生まれています。

戸頭北保育所を廃止するとの方針を取手市は2020年７月11日に保護者への説明会（第二回説

明会）で示しました。突然の廃止の説明に保護者は動揺し、コロナ禍で先の見通しが立たず思う

ようなことができませんでした。

第一回保護者説明会では2019 年 11月30日、保育参観の時に何の事前連絡もなく「市役所子

育て支援課」の方が、戸頭北保育所廃止の説明をしています。その際「５年以内に北保育所を廃

止する案。しかし、決定ではなく検討の検討を行っているところです。」ということまで付け加

えています。

この動きを受けて保護者同士が話し合いを行いました。状況は各々異なりますのでアンケート

などを取り、結果をまとめて保護者の声を2020年1月には市に届けました。

その後、アンケートでの疑問点に関する回答など無く７月の説明会で廃止の予定が示されまし

た。８月29日、第三回説明会では早くも「令和４年３月31日廃止決定」とのことでした。同時

に移籍希望のアンケートも配布され保護者は不本意ながら移籍先の確保に走らざるを得ません

でした。

この間の経過は、廃止の結論ありきで該当者や市民の要望を可能な限り最大限受け入れるとい

う姿勢は全く見られないことを示しています。

・請願事項

１ 市民への説明においては率直に事実を明らかにすること

２ 要望や質問には誠実に対応すること

３ 当該関係者ばかりではなく、地域の将来に関わりのある案件は幅広く説明を行い、意見を

求めること

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

令和２年１１月１９日

請願者

住所 茨城県取手市戸頭1072-3

氏名 森 康行

取手市議会議長 殿

請願 第１４号

受付 令和２年１１月１９日

付託 令和２年１１月３０日



戸頭北保育所の存続を求める署名活動で聞いた街の声 
                                        2020 年 11 月 
                              戸頭北保育所の存続を願う市民の会 

私たちは、署名活動を通して、多くの市民の皆さんの声を聞きました。そんな街の声を議員の皆様にお
伝えしたいと思います。是非お読みください。そして審議の際の参考にしていただきたいと思います。 
 
＜子育て世代の声＞ 
〇近くで本当に助かっている。存続できるなら存続してほしい。 
〇戸頭北保育所に子どもを預けることが決まり、戸頭に家を建てた。廃止になるというのであれば、戸頭

に引っ越してこなかった。 
〇転園の希望を取っているので、仕方がなく書いたが、本当は転園したくない。 
〇北保育所に子どもを預けている。卒園までいられると思ったのに、途中で変わるというので困ってい

る。せめて卒園するまで存続してほしい。（多数） 
 
〇ベビーカーを押していた若いママが寄ってきて「子育てに優しい街と言っているのに、保育所を廃止

するなんて信じられない。子どもの分まで、署名したい気分」 
〇北保育所は募集しないと言われて、近くの保育所を探したが、いっぱいだと言われ、遠くの私立の保育

園を紹介された。仕方がなく、電車で行って預けて、又電車で戻ってきて仕事に行ったが、通いきれな
くなり引っ越しを決めた。朝の 5 分、10 分は本当に貴重で、保育所は近くにないと困るんです。 

〇息子の嫁が産休明けるんだけど、北保育所はなくなるというし、近くの保育所はいっぱいで断られる。
預ける所がなくて、困っている。 

〇（永山保育所に第 1 子を預けているママ） 
 下の子も永山保育所に入れようとしたら、戸頭北保育所から移る子でいっぱいになり、他の保育園を

紹介された。兄弟で別々の保育所っておかしいでしょ。 
〇戸頭東保育園に、「手がかかる子は預かれない」と断られ、北保育所に預かってもらえた。北保育所は 

よくみてくれてありがたかった。下の子も、北保育所に入れたいけど、無くなると聞いて、次は永山保
育所だと思った。でも、祖父母は遠くて送迎できないと言うので、しかたなく東保育園に希望を出し
た。近くの公立保育所は無くさないでほしい。 

〇（チラシを見て電話をくれたママ） 
「私、東保育園落ちたんです。12 月で育休明けるんですが、近くの保育所はいっぱいでまだ決まって 
ないんです。収入が低いから預かってもらえると思ったのですが・・。」 
後日電話すると「育児休業を伸ばすことを会社と相談中です。1 歳児になると益々入るのが厳しいと周
りから聞いています。家計も厳しいけど、何とかやるしかないです。」 

〇保育所に入れたいと希望したのに、どこにも入れない。泣く泣く 1 か月 7 万円の保育料を払うしかな 
い。 

〇（授乳中のママ）ドア越しに 
 「今授乳中で出られないんです。」北保育所廃止の話をすると、「えっ・・・。」「署名用紙を置いていっ



てください。」 
 〇私立は、先生がコロコロ変わって落ち着かない。やっぱり公立が良かった。 
 〇私は北保育所に預けていないけど、友達が本当に困っているので、署名を集めたい。 
 〇（署名を 1 人で多数集めた方） 

駅に近い北保育所に預けて、電車に乗って都内に通えた。北保育所がここになかったら働き続けるこ
とはできなかったと思う。私と同じ思いの人が何人もいる。これからもいるはず。そんな人の思いを
届けたいと思い、できるだけたくさんの署名を集める！保育所がなくなるのは、今預けている人だけ
の問題ではない。 

〇２代にわたって北保育所出身。いい保育所なので、助かった。なくしてほしくない。 
〇（赤ちゃんを抱っこして出てきた方）この子を入れたいと思っていたので、無くなると困る。何とか

なりませんか。 
 
＜その他の方々の声＞ 
〇（若い女性） 
 私は北保出身で、あの保育所大好きだったんです。楽しかった。今でも覚えています。なくすなんてあ 

りえない。（多数） 
〇北保育所出身ではなく幼稚園卒業です。チラシを見て、家族で話し合って、これから預けたい人が困る 

だろうと思って署名します。 
〇北保育所出身ではないが、保育所は必要だと思う。これからの人が困るだろうと思って署名します。 
〇なぜ北保育所をなくすの？建て替えるのにお金がないって？税金をどこに使うかだよ。 
〇老朽化が原因なら、建て替えるのが当たり前。戸頭に公立保育所がなくなるなんておかしい。（多数） 
〇子育てする若い人が、戸頭に来なくなる。若い人たちは皆、保育所とか調べてくるんだから。（多数） 
〇益々戸頭が年寄りばかりの街になってしまうよ。俺らより、これからの人たちにお金を回さなくちゃ 
〇未来のことを考えたら、子育て世代に投資しなくてはだめだよ。（多数） 
〇戸頭公園の近くに商業施設ができるというのに、保育所なくしてどうするの。人が減ってしまうよ。 
〇4 つの中学校エリアに 1 つの保育所というなら、将来は中学校も４つにするの？ 
〇4 億円以上かかるというけど今と同じ規模ならそんなにかからないでしょう。どんな試算をしているの 

か？ 
〇戸頭北保育所にかかる費用 4000 万円を他の保育所に回すと書いてあったが、北保育所を犠牲にするっ 

てことじゃない？ 
〇学校も統廃合し、保育所も廃止するとは、戸頭が見捨てられているような気がする。立地適正化計画と 

矛盾するのではないか？ 
〇駅前開発や桑原開発にお金をかけて、公立保育所をつぶすなんておかしい！ 
〇北保育所に隣接している戸頭子育て支援センターはどうなるの？心配だ。（支援センターを利用して 

いるママたちの声） 
〇選挙の時にお願いに来た議員さんに北保育所のことを聞いたら、「もう廃止が決まっている」と言って 

いた。廃止を言いくるめるような言い方だった。まだ、議会を通っていないとは知らなかった。うち 
の子は、かつて北保にお世話になった。あんないい保育所なくしちゃだめよ。 



〇まだ子どもはいないけど、これから産みたい。とにかく市のやり方は酷いと思って署名したい。 
〇市は人口を増やしたいと思っていないのか？娘のお産で他県だけど面倒を見に行った時、上の子を臨 

時で保育所に入れたがよく見てくれた。本当に助かったので保育所は大事だと思った。 
〇他市にいたが、保育所にお世話になった。無くなったら困る人がたくさんいると思う。他人事とは思え 
 ない。 
〇うちは卒園したけど、何年か違っていたら、今の保護者の立場と同じ。途中で、保育所がなくなるなん 

て、絶対あってはならない。子どもがかわいそう。 
〇（かつて遠くにいる孫の世話に行った方） 
 近くの保育所に預けられないと、祖父母に頼むしかない。保育所が無くなると、そういう人も出てくる 

んじゃないか。 
〇署名用紙が入っていたので、書いて待っていました。頑張ってください。（多数） 
〇自分の子育ての時は、保育所にたくさん助けられた。今の若い人たちを応援したい。今の時代に、保育 

所を減らすなんてとんでもない。（多数） 
〇大事な公立の保育所がなくなろうとしているのに、地元の議員は何やっているんだ！ 














