
2019年 第2回定例会（6月14日）一般質問 武蔵野市議会 

立憲民主ネットの蔵野恵美子でございます。このたび多くの御信託をいただき、３期目の議席となりま

した。引き続き、市民の生活を守る施策の推進に邁進してまいりたい所存でございます。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。今回の質問は、大きな項目としまして３点で

ございます。１項目めは、人生 100 年時代を支える「リバースモーゲージ」「成年後見制度」につい

て、２項目めは、保育園のお散歩ルートの検証について、３項目めは、中高年のひきこもりについてで

ございます。 

 大きく１項目めとしまして、人生 100 年時代を支える「リバースモーゲージ」、「成年後見制度」

について伺います。金融庁は今月３日、人生 100 年時代を見据えた資産形成を促す報告書をまとめ、

長寿化によって、会社を定年退職した後の人生が延びるため、95 歳まで生きるには、夫婦で約 2,000

万円の金融資産の取り崩しが必要になるとの試算を示しました。公的年金制度に頼った生活設計だけで

は資金不足に陥る可能性に触れ、長期分散型の資産運用の重要性を強調した内容であります。 

 100 年安心とうたわれていた年金に突然突きつけられた 2,000 万円不足問題に国民の不安が高ま

り、麻生金融担当大臣は 11 日、正式な報告書として受け取らない意向を表明しました。みずから諮問

しておきながら、一方的に受け取りを拒否するのは極めて異例と言われ、また年金制度の不備を示唆し

たものだとして、野党側は金融庁や厚生労働省からヒアリングを実施するなど、追及の姿勢を見せてい

ます。 

 一方で、今回の騒動によって、人生 100 年時代に対する国民が抱えている不安が明確になったとも

言えます。報告書は総務省の家計調査をベースとしていると言われていますが、世帯によっては年金総

額、住居費、不確定要素もそれぞれであり、国民には、突然 2,000 万円必要と言われてもどうしたら

いいのかという憤りとともに、うちはもっと足りないかもしれないという不安まで呼んでおり、個人消

費の冷え込みをみずから招いているという批判も出ています。 

 国には、不都合な真実を隠さず、正確なデータをもとに、年金制度を持続可能にするための議論をし

ていただくことを切に願います。同時に我々自治体においても、市民の不安をなくし、希望を持って人

生 100 年時代を迎えられるよう、たゆまぬ制度の見直しや検証を続けなければならないと考えます。 

◯15 番（蔵野恵美子君） 



 平成 30 年６月定例会一般質問において、人生 100 年時代を支える自治体の取り組みに関する提案

として、がん就労支援、鬱病等休職者へのリワークプログラム、小・中学校のキャリア教育、市内企業

に対する働き方改革モデル事業の推進、労働条件審査についてと、働くという視点から提案をしまし

た。 

 今回は、人生 100 年時代を支える施策について、生活という側面から、リバースモーゲージと成年

後見制度について伺います。それぞれ市民からの相談をもとにした質問となっております。よろしくお

願いいたします。 

 １、リバースモーゲージ（不動産担保型生活資金貸付制度）について伺います。 

 武蔵野市では全国に先駆けて、昭和 56 年４月より平成 23 年までの約 30 年間、市の単独事業とし

てリバースモーゲージを実施し、先進福祉都市と言われるゆえんの一因と言われています。 

 その後、東京都社会福祉協議会による都内一律の不動産担保型生活資金貸付制度の開始や、民間金融

機関による類似の貸付制度などの開始により、本市独自のリバースモーゲージは終了となりました。終

了となった経緯については、類似制度の充実のほか、制度自体の課題についても伺ってはおりますが、

人生 100 年時代の備えの一案として、再び注目が集まりつつあると感じます。 

 地価が比較的高い都市部の一戸建て住宅を所有している世帯を対象としており、特に都内での期待が

高いこと、かつてはマイホームを所有することのメリットとして、子どもに資産を残すことができると

いう点を挙げることも多くありましたが、核家族化の進行により、その状況も変わりつつあることな

ど、将来的には需要が高まり、活用しやすくなるとも考えます。 

 平成 28 年３月閣議決定された住生活基本計画では、基本的な施策の中の一つとして、公的保証によ

る民間金融機関のバックアップなどにより、リバースモーゲージの普及を図ることも掲げられていま

す。本市単独の制度スタート時には、全国に先駆けての実施ということもあり、本市の福祉制度の高さ

に注目が高まったことは言うまでもありませんが、同時に武蔵野市に住みたいという思いを持たれた

方、また転居することなく本市に住み続けていただくという、二次的なプラスの効果も大いにあったも

のと考えます。 

 以上のような背景から、人生 100 年時代に向かい、再び期待される制度でもあると考え、以下伺い

ます。 



 １、リバースモーゲージに関する、本市のここ５年間の相談件数について伺います。 

 ２、東京都社会福祉協議会による不動産担保型生活資金の都内他自治体の利用件数について伺いま

す。 

 ３、かつての本市単独事業における通算契約件数 119 件のうち、当時からの継続により、現在８世

帯 10 名の市民が御利用と伺いました。一方、東京都社会福祉協議会による不動産担保型生活資金の本

市の利用件数は、平成 24 年度に１件、29 年度に１件あったのみとなっています。利用実績が激減し

ている要因をどのように認識しているのでしょうか。また、本市単独事業の制度と、東京都社会福祉協

議会による制度の内容の違いと、それに伴う利用件数の関連性についてどのように認識しているか伺い

ます。 

 ４、マンション物件に関する貸付制度について伺います。東京都社会福祉協議会による不動産担保型

生活資金貸付制度では、マンションは対象外とされています。マンション世帯が増加し、マンションで

も相当の資産価値に該当するケースもある中で、実態にそぐわないという意見もあります。要保護世帯

向け不動産担保型生活資金貸付制度という、生活保護を受給するまでのつなぎの資金貸し付けでは一部

対象になりますが、一般の不動産担保型生活資金貸付制度においても対象になるよう検討する余地は必

要と考えますが、見解を伺います。 

 ２、成年後見制度について４点伺います。成年後見制度については、平成 24 年第１回定例会に取り

上げ、平成 27 年第３回定例会においては、支払いが困難な被後見人への助成、担当の第三者後見人へ

の報酬について提案をしましたが、今回は主に、さらに必要性が見込まれる第三者後見人確保の対応に

ついて、以下伺います。 

 １、本市の成年後見制度の現在の利用者数と、ここ５年間の福祉公社の成年後見人受任件数について

伺います。 

 ２、平成 28 年制定の成年後見制度の利用の促進に関する法律により、市町村における制度の利用の

促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされ、本市でも、本年６月より基

本計画策定委員会が設置されました。 

 内閣府から提示された基本計画の３点のポイントとして、１、利用者がメリットを実感できる制度・

運用の改善、２、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、３、不正防止の徹底と利用しやすさと



の調和とありますが、現時点でこの３点を具体化する青写真はどういったものであるか、概要を伺いま

す。 

 ３、現在、本市の成年後見制度は福祉公社が法人後見として受託し、そのほか不動産の売却や相談手

続等、法的な課題をクリアしなければならない事例については、弁護士や司法書士等の専門家に成年後

見人に就任していただくよう相談していると認識していますが、基本計画策定のポイントにもある地域

連携ネットワークについて、新たにどのようなネットワークが加わる方針か伺います。 

 ４、内閣府では地域連携ネットワークの一案として、民間団体、ＮＰＯ等との連携を挙げています

が、利用者のメリット、地域連携ネットワーク充実、不正防止の観点からも、外部団体との法人後見の

拡充について提案したいと思いますが、見解を伺います。 

 大きく２項目めとしまして、保育園のお散歩ルートの検証について伺います。他の議員の質問と重複

する部分もあると思いますが、よろしくお願いいたします。 

 滋賀県大津市の県道で、ことし５月、軽自動車と乗用車が衝突する事故が起き、はずみで保育園児の

列に軽自動車が突っ込み、園児２人のとうとい命が奪われ、保育士を含む 14 人の負傷者が出るという

痛ましい事故が起きました。亡くなられた方々に改めて御冥福をお祈りいたします。 

 散歩のコースについては、事前に何コースか用意し、安全性については確認し、保育士の人員配置に

ついても基準を満たした上での事故であり、保育園側だけの問題ではないと言われ、全国の保育園では

お散歩への不安が高まっているとの報道がなされています。さらに昨日 13 日、兵庫県西宮市の市道

で、車が歩道を歩いていた保育園児 17 人と職員２人の列に突っ込み、２名の園児が負傷するという事

故が起こり、痛ましい事故が後を絶ちません。園庭のない保育所がふえている中、お散歩コースの検証

に関し、自治体や専門家との連携が必要であると考え、以下質問いたします。 

 １、本市における認可、認証、家庭的保育、認可外保育所、それぞれのお散歩コースの確認、検証体

制について伺います。また今回の大津市の事故を受け、新たな対策、検討がなされるのか、あわせて伺

います。 

 ２、小学校の登下校ルートに関しては、防犯カメラの設置やブロック塀の確認時など、自治体、ＰＴ

Ａ、警察と連携した安全検証が行われていますが、保育園のお散歩ルートに関しても、定期的な専門的

視点を交えた検証、アドバイスが必要と考えますが、見解を伺います。 



 大きく３項目めとしまして、中高年のひきこもりについて伺います。こちらも他の議員の質問と重複

する部分もありますが、よろしくお願いいたします。 

 内閣府は初めて中高年層を対象にしたひきこもりの調査を実施し、本年３月 29 日、自宅に半年以上

引きこもっているひきこもりの 40 から 64 歳が、全国で推計 61 万 3,000 人いるとの調査結果を発表

しました。15 から 39 歳の推計 54 万 1,000 人を上回り、ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明となり

ました。さらに、ひきこもり状態になった年齢では、40 から 59 歳が 57.4％という結果となり、若い

時期からのひきこもりを上回ったことは驚きの結果でもあります。 

 自治体においても支援が必要な対象は若者だけではないという認識を持ち、対応策の検討が必要と考

え、以下質問いたします。 

 １、本市の中高年のひきこもりに対するここ数年の実態調査や相談件数、現状把握の状況について伺

います。 

 ２、中高年のひきこもりに対する具体的な施策の実施状況について伺います。 

 Ａ、まず本人、その家族への支援について伺います。本市では、ひきこもりで悩んでいるおおむね

15 歳以上 40 歳未満の若者とその御家族を対象に、それいゆにおいて、社会参加に向けた相談支援や

就労への移行のためのプログラムを開催しております。一方、社会で中心的役割を担う働き盛りの団塊

ジュニア世代、ポスト団塊ジュニア世代は、経済的に安定しない非正規雇用が多く、家庭を築くことを

ちゅうちょする人も少なくなく、さきに述べた内閣府の調査からも、ひきこもりが突出して多い事実も

課題となっております。 

 そこで国は、若者の就労を支援する厚労省の委託機関、地域若者サポートステーションの一部で、昨

年度から利用対象年齢を 44 歳まで拡大したことを、昨年 12 月、一般質問でも紹介し、本市の若者サ

ポートステーションにおいて対象年齢引き上げの予定はあるか伺いました。中高年のひきこもりと若者

のひきこもりの対応は、本人のみならず、家族の年齢層も異なることから、対応が異なるということは

認識しておりますが、本市でも何らかの形での対応は喫緊の課題であると考えます。 

 本市の大人への支援としては、地域活動支援センターコットにおいて、平成 30 年度から大人の発達

障害者向けの相談支援事業をスタートしており、登録者数、利用者数が年々大幅に増加していると伺っ

ております。しかしながらコットでは、大人のひきこもりというよりは、精神障害、発達障害を主な対



象にしているため、本市では、大人のひきこもりに対する支援の部分がぽっかり抜けている状態である

と認識していますが、現状の中高年のひきこもりに対する具体的な施策の実施状況について伺います。 

 ２のＢ、就労支援や相談センター等、外部支援につなぐことのできない段階の世帯への支援体制につ

いて伺います。大人のひきこもり支援を運営しているＮＰＯの話によると、就労支援などのセンターに

出向いてくる方や家族は前向きな気持ちがあるとも言えるが、それ以前の状態にある家庭の状況を把握

し、センターにつなぐことが難しいということでありました。そこで、本市での現状の支援体制につい

て伺います。 

 ３、最後に、今後の課題、必要な取り組みについてどのように認識しているか伺います。 

 以上で壇上からの質問とさせていただきます。よろしく御答弁をお願いいたします。 

 

蔵野恵美子議員の一般質問に順にお答えをいたします。 

 まず、大きな１問目の１の 1)についてです。東京都社会福祉協議会が行っている不動産担保型生活

資金貸付制度は、武蔵野市民社会福祉協議会が相談を受けていますが、年間 10 件程度となっておりま

す。また、高齢者支援課への相談件数は年間数件程度であり、新規貸し付けは行っていないことを説明

し、必要に応じて武蔵野市民社協の同制度を案内しております。 

 次に、2)についてです。平成 30 年度末現在、136 件となっております。なお、東社協に確認をしま

したところ、自治体別の利用件数は公表していないため、不動産担保型生活資金の 136 件は都内全体

の件数となります。 

 次に、3)についてです。武蔵野市単独事業であるリバースモーゲージと比べ、東社協による本市の

不動産担保型生活資金の利用実績が激減している要因などについては、両制度の仕組みの違い等が考え

られます。 

 例えば、利用者が市と金銭消費貸借契約を交わす手続となっている。武蔵野市福祉公社のソーシャル

ワーカーが利用者に対して資金計画を立てて、終生フォローするシステムとなっている。福祉公社の有

償在宅福祉サービスを利用することができる。これが、市単独事業のリバースモーゲージは市民からの

信頼度が高く、資産はあっても現金のない方が福祉サービスを利用できるという、当時の市民ニーズに

◯市 長（松下玲子君） 



対応したものであったかと思われます。 

 それぞれの仕組みの違いが利用件数にどの程度影響しているかについて把握することは、なかなか難

しいと考えますが、民間金融機関にも類似の制度があり、それも利用実績が減少している背景と考えて

おります。 

 次に、4)番目についてです。市内ではマンションの建設が続いており、不動産として資産的な価値

を有していると考えています。しかしながら、敷地である土地を一般的に単独世帯で所有している一戸

建て住宅の経年による資産的価値の下落よりも、マンションのほうがより下落しやすい傾向があると言

われている中、マンションを貸付制度の対象にするべきか否かにつきましては、不動産担保型生活資金

を実施する主体が判断するべきものと考えます。 

 次に、大きな１問目の２番目の 1)についてです。成年後見登記がされると、本籍地より住民票のあ

る自治体へ通知が送付されるシステムであります。現在市で把握している利用者数は 252 人となりま

す。本市では公益財団法人武蔵野市福祉公社を成年後見制度推進機関と位置づけていますが、福祉公社

が成年後見を受任している件数は、平成 25 年度 66 件、26 年度 68 件、27 年度 74 件、28 年度 113

件、29 年度 127 件と、５年でほぼ倍増しております。 

 続きまして、大きな１問目の２の２番目についてです。利用者がメリットを実感できる制度・運用の

改善、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、不正防止の徹底と利用しやすさとの調和の３点

が、国の成年後見制度利用促進基本計画のポイントとされていますが、実現に向けた具体的な取り組み

につきましては、国の計画及び国と市の役割分担を踏まえた上で、今回設置しました成年後見制度利用

促進基本計画策定委員会で議論されるものであり、その議論を待ちたいと考えております。 

 なお、６月４日に開催しました第１回策定委員会では、先ほどのポイントについて説明が行われまし

た。また、弁護士、司法書士等の法曹等関係者である委員から、計画策定における課題、論点について

意見の発表がなされ、その後意見交換を実施し、策定委員会における課題等の認識の共有化を図ったと

ころでございます。 

 続きまして、大きな１問目の２番目の３についてでございます。地域連携ネットワークとは、権利擁

護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みです。地域連携ネットワー

クは、認知症高齢者等判断能力が十分ではなく、支援を必要とする本人とその家族、それを支える保



健、医療、福祉の関係者等に、さらに司法の関係者が加わり構築する必要があるとされています。策定

委員会では、このネットワークの機能をより強化するための対応策等についても検討していただく予定

です。 

 大きな１問目の２の４についてです。法人後見の担い手の育成、活動支援等、法人後見の拡充は、成

年後見制度の利用促進につながるものであり、重要と認識をしております。本市では、武蔵野市福祉公

社が成年後見制度推進機関として、都内有数の法人後見受任団体となっております。その経験と知見の

蓄積を計画策定にも反映していきたいと考えます。 

 次に、大きな２問目についての質問です。１と２が重なる部分がありますので、あわせてお答えをい

たします。大津市での事故が発生した日は、認可保育園の合同園長会の実施日でした。いま一度保育所

での散歩について点検等を促し、その後に行われました地域型保育施設の施設長会でも同様のお話をし

たところであります。お散歩コースの検証につきましては各施設にお願いをしておりますが、今後は保

育アドバイザーなどの巡回などにより、コースの適性などについて相談に乗るほか、保護者視点による

検証についても各施設に提案をしてまいりたいと考えます。 

 次に、大きな２問目の３番目、中高年のひきこもりについての１番目です。中高年齢層も含めて、地

域の中でのひきこもりの実態を把握することは非常に難しいと考えております。40 歳以上のひきこも

りについては、生活福祉課での生活困窮の相談や、障害者福祉課や地域活動支援センターでの精神保健

福祉の相談など、さまざまな相談の中でひきこもりを把握するケースが多くなっております。相談件数

についても、例えば生活困窮者自立支援相談では、平成 30 年度の相談件数 377 件中、４人がひきこ

もりと思われる対象者の相談として把握をしております。この４人の内訳としては、30 代までが２

名、50 代以上が２名でした。 

 各相談機関に寄せられる相談の中からひきこもりを把握できることが多いため、今後も、高齢や障害

の次期計画策定に向けた各種調査の中で、ケアマネジャーや相談支援専門員等、ひきこもりを把握する

機会のある地域の関係者から情報を得る等、実態把握に努めたいと考えます。 

 次に、中高年のひきこもりの２について、ＡとＢと分けて御質問がございましたが、あわせてお答え

をしたいと思います。40 歳以上のひきこもり対策の取り組みについては、御説明もいただきました、

おおむね 15 歳から 39 歳までを対象としております、ひきこもりサポート事業それいゆがかかわって



いる場合は、支援対象者が 40 歳以上となった場合でも引き続き支援を実施し、大人の発達障害に起因

するひきこもりについては、昨年４月に開設しました地域活動支援センターコットが支援し、また生活

困窮者自立支援事業でも、経済的に困窮している世帯で 40 から 50 代のひきこもりなど、制度のはざ

まのケースにも対応しており、必要に応じて就労準備支援事業等を提供しております。現在策定中の第

六期長期計画策定委員会の中でも、40 歳以上のひきこもり対策について議論されていると報告を受け

ております。 

 ひきこもりの当事者やその家族においては、親が子育てに失敗したと感じ、家族内で抱え込んでしま

ったり、問題を全て親が引き受けようとすることが多いと考えられ、支援機関が介入しにくい現状があ

ると思われます。そのためアウトリーチは必須と考えますが、いきなり自宅へ訪問するよりは、緩やか

に接点を持つところからかかわり、相談もできる身近な場所をつくるといったような手法が効果的では

ないかと考えております。 

 次に、中高年のひきこもりの３番目についてです。課題としては、同じひきこもりでも若者と中高年

の方とでは支援のアプローチに違いがあり、新たな専門性や地域資源が必要となる点が挙げられるかと

思います。また、ひきこもりに対する理解や社会参加の道筋をどう描いていくのかを、しっかりと議論

する必要があると考えます。 

 以上です。 

 

それでは再質問させていただきます。順番を逆に再質問したいと思います。 

 まず、中高年のひきこもりなのですけれども、答弁のほうでは、引き続きそれいゆでも 40 歳を超え

てからも見るし、かつコットでも行っているということなのですが、壇上でも申し上げたのですけど、

純粋なひきこもりというか、コットさんだと、どちらかというと大人の発達障害、精神障害を対象にし

ているということを伺ってはいるのです。 

 それも関連はすると思うのですけれども、コットさんでも見ていただける部分はあると思うのです

が、それいゆさんのように純粋にひきこもりという大人に対しての支援という部分が、私は本市では抜

けていると。これはほかの自治体でも同じような傾向はあるようなのですけれども、抜けてしまってい
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るという認識でいるのですが、答弁では充足しているというように聞こえたので、どの程度認識がある

のか、そこが抜けているという認識はあるのかないのかということをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 答弁にもありましたように、先日配付された第六期長期計画案にも、８０５０問題、それからひきこ

もりサポート事業の充実を図るとともに、これまで対象外であった 40 歳以上の人への支援についても

検討するとありますので、その必要性の御認識というのは持っていらっしゃると思うのですけれども、

もう一度聞かせていただきたいということと、あと、既に都内ではＮＰＯなどが対応しているところも

ございますので、その対応策については、積極的に視察などを行って研究していただきたいと思ってお

ります。その辺の思いをお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、特に大人のひきこもりの場合、家族も長い間疲弊している場合も多くあると思っています。

ぜひ家族が集う場をつくっていただきたいと思っています。同じ思いを持った方同士が話をするだけ

で、随分気持ちが楽になると思うのです。引きこもりサポート事業のそれいゆさんのほうでは、見てみ

ると、平成 29 年度には家族セミナーが年に７回、講演会も２回開催されて、出席者も結構いらっしゃ

る状況であると認識しています。ぜひその中高年のひきこもりの御家族向けにも注目していただきたい

と思っています。これは要望にしておきたいと思います。 

 続いて、保育園のお散歩でございますけれども、先日もほかの議員からの質問もあって、合同点検を

するという話であったのですけど、もう一度確認いただきたいのですが、認可、認証、家庭的保育、認

可外保育園、それぞれの体制はどうなっているかというのを詳しく聞かせていただきたいのです。 

 というのは、園庭がない保育園で毎日お散歩が必要なのは、認可というよりも認証とか認可外が多い

と思うのです。毎日外に出る、園庭がない保育園がやはり需要が高いと思っているので、そこの部分の

お散歩ルートの検証はどうなっているかというのが特に気になっているのですけれども、そこについて

お尋ねしたいと思います。 

 とりあえず以上でお願いします。 
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２点再質問がございました。 

 まず１点目でございますが、40 歳以上の大人のひきこもりへの対策の支援が、やや抜けているので

はないかとの趣旨からの御質問かと思います。さまざまひきこもりに関して、私自身もこの間、専門家

のおっしゃっていることを見たり、考えている中で、すごく腑に落ちた言葉があります。 

 それは精神科医の斎藤環先生なのですけれども、特定の人々を偏見で排除するのではなく、社会の同

じ一員として向き合う。たまたま困難な状況にある、まともな人というまなざしで見ることが必要では

ないか。ひきこもりについて特別視をするのではなく、たまたま今困難な場面にいるという視点を持つ

べきであり、またひきこもりについて語ることが社会をより豊かにする、そんな建設的な道筋もあるは

ずだと私は思いますと、斎藤環さんは、ひきこもりと向き合う道をということでおっしゃっていまし

た。 

 居場所が非常に重要であるという認識を私も持っております。その意味で、コットには私も足を運ん

で、利用者の方ともお話をしましたが、コットという場所ができて、そこに集ってくる、一緒に料理を

つくったり時間を過ごすということ、これまで御自宅に閉じこもっていた方が出る場所があるというこ

とが、非常に重要であるという認識を持っておりますので、大人の発達障害という視点での施設ではあ

りますけれども、広く困難な課題を抱える、たまたま今困難な状況にいる方への支援の場として、今後

も活用していただきたいと思いますし、また要望でしたが家族が集う活動場所というのも、私も必要で

あるという認識を持っております。 

 続いてお散歩につきましては、お散歩の重要性というのがそもそもございまして、保育のガイドライ

ンに記載をしております。お散歩コースの検証については、各施設にお願いをして、危険箇所は報告し

てもらうようにしておりますので、各施設が責任の主体であるという認識を持っております。 

 なお、認可よりも認証や無認可のほうがとの御趣旨の御質問でしたが、認可保育園であり、園庭のあ

る保育園であっても、年齢ごとに毎日お散歩には行っているという認識は持っておりますので、それぞ

れ安全なお散歩コース、またそのコースの検証について、各施設にお願いをしているところでございま

す。 
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ありがとうございます。大人のひきこもりなのですけど、確かにコットさんでも随分受けていただいて

いるということは、前に別の議員の一般質問等の答弁でも確認していて、年々もう増加傾向にあること

を承知しています。要するに施設もいっぱいいっぱいだと、そのときそういった答弁もあって、そうい

う認識をしているのですが、やはり今後の方向性としては、施設なりなんなりをふやす、拡大するとい

う方向での答弁でよかったのかどうかを確認させていただきたいと思います。 

 それと、お散歩の件は、もちろん認可のほうでもしていることは認識しているのですけれども、例え

ば雨の日とかもやはりあって、園庭があるなしというのは随分違ってくると思うのです。そういった点

からも、お散歩時間以外での遊びだとかいったことからも、やはり開放感は全く違ってくるということ

での質問だったのです。いずれにせよ、各園に任せているということなのだけれども、それは専門家と

か自治体とか、そういったところがかかわることで、やはり素人ではわからない危険箇所といった部分

の発見に私はつながると思っています。 

 なので、それがひいては保育士さん、園の安心感につながっていくと思っていますので、その辺の認

識はどうなっているのか、専門家だとか自治体のかかわりをもう少し濃くしたらいいのではないかとい

う質問なので、そこの点をもう一度聞かせていただきたいと思います。 

 続いて成年後見制度でございます。平成 27 年に伺った際、市での受任件数が 167 名と伺ってい

て、今回 252 名ということで、これは確実にもうこの四、五年でふえているということが確認できま

した。本市での基本計画策定委員会のほうに、大いに期待したいところでございます。既に福祉公社で

法人後見を担っているということで、そのノウハウもやはり生かしていけると思いますので、ぜひこの

法人後見というのを、もう少し注目、拡大していただきたいと思っています。 

 利用者側の気持ちとして、行く行くは後見人にお世話になることになるだろうけれども、自分の資産

状況を他人に任せることにまだまだ抵抗があるといったことや、相性が悪かったらどうしようとか、不

正がなされたらなど、不安はたくさんあるということなのです。ただこれが法人後見であれば、もしそ

の担当の後見人と相性が悪くても、担当の変更が可能であること、これは個人の後見人だと相当なこと

がない限り、変更はなかなか難しいそうなのです。 

 なのでそういった変更も可能であって、複数の目で確認がなされるので、不正もなされにくい、安心

できるという利用者側の声も出ています。ぜひこういった意見を委員会にも反映していただきたいと思



っています。改めて法人後見の充実について御意見をいただきたいと思います。 

 最後にリバースモーゲージでございますけれども、前の制度というのは、介護保険がスタートする前

の在宅サービスもセットにした福祉的側面が大いにあった制度であって、現在は生活資金という側面が

多いということなのですが、それとその利用件数の関連はなかなか難しいという答弁ということで承知

はいたしました。 

 ただ、やはり私は、当時は当時で、福祉的側面も強かったけれども、これからまた時代が変わってき

て、退職後の人生が長くなる中で、時代の転換に伴って、それはそれで福祉的な側面も大いに出てくる

ものだと思っています。結果として生活保護の受給者数も減ると思っていますので、リバースモーゲー

ジというのは、一部の所有している方が対象になる制度だという課題もあるのだけれども、結果的に財

政全体にかかわる制度にもなってくると思う。特に今後は大きくなってくると思います。そういった点

でもぜひ御注目いただきたいと思いますが、その新たな福祉的側面ということについての御見解をいた

だきたいと思います。 

 とりあえず以上で。 

 

まず、大人のひきこもりの施設を今後新たにつくるのかといった御質問です。今後、高齢や障害などさ

まざまな福祉の計画をつくる上で、その中で議論し、検討していきたいと考えます。コットさんは同じ

建物内で部屋を増設もしており、今の時点でいっぱいで人が入れないというのは、ちょっとこちらには

来ておりません。 

 次に、保育園のお散歩ルートですが、先ほどもお答えしましたのが、お散歩コースの専門家というの

をどのような方を御想定されているのかが、ちょっとわかりかねるのですが、私どもとしては、保育の

専門家である保育アドバイザーが、巡回する際にコースの適性などについて、今後相談に乗るというこ

とを考えておりますので、保育アドバイザーさんをお散歩コースの専門家、お散歩ルートの専門家と言

えるかどうか、ちょっとわかりかねるのですが、保育の専門家の視点で、コースの適性などについても

しっかりと見ていきたいと思っております。 

 そして、成年後見の法人後見の充実ということは、御指摘いただいたそのとおりであるという認識を
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持っておりますし、武蔵野市の福祉公社が法人後見、成年後見制度の推進機関として経験があり、知見

があり、その蓄積もありますので、それを計画策定にもしっかりと生かして、反映をしていきたいと思

います。 

 また国のほうでも、法人後見の担い手の育成・活動支援ということで、担い手の候補に、社会福祉協

議会や市民後見人研修修了者・親の会等を母体とするＮＰＯ法人等が考えられるとしております。国の

基本計画では、市町村において、そうした主体の活動支援や育成を積極的に行うものという見解も持っ

ております。そうした視点もしっかりと意識をしていきたいと考えております。 

 リバースモーゲージの福祉的側面についてでございますが、福祉的側面が非常に強く、市民の皆様に

御利用いただいてきたという認識がございますが、さまざまな協議や検討の中で、福祉資金貸付制度は

廃止すべきという中で、リバースモーゲージの新規の貸し付けは行っていないのが現状でございます。 

 

お散歩ルートの検証で、保育アドバイザーが同行という方針と伺いましたけれども、専門家という言い

方があれかもしれないですが、要は、保育士さんには見えない部分があると思う。例えば道路の構造

で、こういったところが死角になるだとかいった部分は、やはりある程度そういった知識のある方、警

察の方になるのでしょうか、そういった方でないとわからない部分があると思うのです。 

 そういう視点をやはり追加したほうがいいのではないかということで、専門家という言い方をしたの

ですけれど、その保育アドバイザーさんが例えばそういった知識のある方であれば、それはいいと思う

のです。なので、保育士さんにもわからない視点を持った方に、ぜひこういった点検にも加わっていた

だきたいと思っていますので、もし御意見があればお聞かせいただきたいと思います。 

 それで、法人後見については、その重要性を認識いただいているようですので、ぜひお願いしたいな

と思っています。 

 リバースモーゲージです。別な意味で福祉的側面もそれなりにある制度になっています。市の単独で

やるかどうかというのはあれですけれど、東京都社会福祉協議会のものを扱っている以上、やはりこれ

は武蔵野市は、昔単独でやっていたという経験もあるので、ぜひその課題を再度整理して、積極的に東

京都の社会福祉協議会に制度の意見などを上げていただきたいと思うのです。こういったところはこう
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したほうが使いやすいのではないかとか、こういった意見があるといったことは、ぜひ東京都の社会福

祉協議会に積極的に意見をしていただきたいと思っています。 

 市民への周知も、もう少し私はあってもいいと思っています。スタートしてから利用件数がたった２

件ですよね。これもやはり少な過ぎると思います。民間がやっているという部分もあると思うけれど

も、マンションがふえている中でマンションが使えないとか、やはりどこか実態にそぐわないところも

あるかと思うので、そういった課題も含め、東京都の社会福祉協議会に意見を言っていただきたいと思

っています。その点について御意見いただきたいと思います。 

 私もマンションですけれども、そのマンションの方が、結局、本当はずっと武蔵野市に住んでいたい

のだけれども、老後資金のために売却して、ほかの自治体に移ってしまうというケースを、私はここ

12 年武蔵野市にいて何人か見ています。そのたびに残念だなと思ったりしていますので、そういった

デメリットも市にはあると思うのです。 

 ぜひそういったところを認識いただきたいというのと、やはりこれから、例えばこういったリバース

モーゲージが充実していれば、新たに武蔵野市で住居を購入する世帯が、武蔵野市の物件であれば大丈

夫とか、そういった安心感にもつながる、新規参入にも影響する制度であると思っています。そして今

住んでいる住民の方も、もしものことがあったら使える制度というか、そういう安心感にもつながると

思っていますので、そういった二次的なメリットも十分御理解いただいた上で、制度の再検討、課題の

認識と、東京都社会福祉協議会への提言をいただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。 

 

２点についての再質問かと思います。 

 まず、１点目のお散歩のルートに関しましては、警視庁からの通達も踏まえまして、この大津市の事

故等も踏まえまして、市町村道においても警察及び道路管理者合同の点検をするよう要請があり、市の

関係部署との情報共有及び連携を図りながら、武蔵野警察と道路管理者等による合同点検を、これから

実施していきたいと考えております。道路管理者としては、既に５月中旬より、市内の主な交差点の現

状確認を行っておりますので、そうした危険箇所を保育施設と情報共有する中で、子どもたちへの安全

対策を行っていきたいと考えております。 

◯市 長（松下玲子君） 



 次に、２点目のリバースモーゲージについてでございますが、東社協へ武蔵野市のリバースモーゲー

ジのよかった点を紹介していくのはどうかといった御指摘からの御質問かと思いますが、リバースモー

ゲージは、今、新規の受け付けは武蔵野市では行っておりませんが、制度自体は残っております。運用

もしております。全体的な蔵野議員の御質問の中で、今こそこのリバースモーゲージの価値が見直され

て、必要ではないかとの御趣旨からの御質問かと思います。私どももそうした認識も持っておりますの

で、今後、次期の高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の中で、しっかりと議論をしていきたいと

考えております。 

 以上です。 
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