
私は一問一答で、以下 2 テーマについて伺います。はじめに、 

 

質問① 

5 款 5 項 2 目 障害者福祉事業費のうち、地域活動支援センターの運営事業

費について伺います。本市では、地域活動支援センターB 型、C 型、D 型の各

類型別の補助基準額について例年は前年度の実績に基づき、運営事業費等の

補助を行ってきました。しかし、2020 年度は新型コロナウイルス感染症の拡

大で、利用者が減ったり、休業したりして、前年度の実績に届かない実態があ

ったことから、一昨年の実績で運営事業費の補助を行うという措置が取られ

たとのことです。2020 年度の事業費決算額を類型別で伺います。また、予算

額と決算額に差額が生じた理由を伺います。 

 

答弁① 

地域活動支援センターについての御質問でございますが、令和2年度の決算

額につきましては、予算額が 8億6,000万円のところ、決算額は 8億1,3 27

万8,8 9 2円となっており、その内訳はB型が2億5,207万7,7 8 6円、C型が2

億1,030万7,8 90円、D型が3億5,08 9万3,2 16円となっております。予算額

と決算額に差額が生じた理由につきましては、D型の事業所が就労継続支援

B型事業所へ移行したことにより1か所減少したことと等が主な要因でござい

ます。 

 

質問② 

差額は、D 型事業所 1 か所の、事業内容の変更によるものとのことです。

地域活動支援センター(B・C・D 型)の運営事業補助金交付事業は、事業所の

規模別にランク分けされていますが、その概要について伺います。実利用人数

が該当ランクの算定要件に達しなかった場合、補助額はどうなるのか、伺いま

す。 

 

答弁② 

地域活動支援センターについての御質問でございますが、本市では地域活

動支援センターが安定的にサービスを提供できるよう、前年度の定員、実利

用人数、職員配置実績を算定要件とし、その規模に応じてB ・ C ・ D型の 

類型に分け、運営費補助金を交付しております。また、家賃等の賃借料の他

に、就労支援を積極的に取り組んだ実績や、支援体制の充実に取り組んでい

ること、重度の障害者を受け入れた事業所を評価し、各加算制度を設けてお

ります。実利用人数等の算定要件を満たさない場合には、要綱に基づき補助



金は不交付となります。 

 

質問③ 

実利用人数が算定要件を満たさない場合、補助金はランク落ちするか、最小

規模の D 型では不交付となるわけです。事業所のみなさんが、コロナのよう

な不測の事態で利用者数が減少するのをことさら心配するのは、当然のこと

と思います。ところで、川崎市内に地域活動支援センター(B・C・D 型)は何

か所あるのか、類型別に直近 3 年間で伺います。また、同様に利用者数につい

ても伺います。 

 

答弁③ 

地域活動支援センターについての御質問でございますが、年度ごとの事業

所及び利用者数につきましては、平成30年度のB型 20か所、 231人、C型 

14か所、 134人、D型 28か所、 163人、令和元年度のB型 15か所、 189

人、C型 15か所、 133人、D型 28か所、 141人、令和2年度のB型 15か

所、 153人、C型 15か所、 106人、D型 27か所、 112人、となっており

ます。 

 

質問④ 

直近 3 年間で、定員 5 名以上の D 型、定員 10 名以上の C 型の事業所数は

ほぼ横ばいですが、定員 15 名以上の B 型は 2018 年度に比べ 5 か所も減って

います。また、利用者数は年々減少傾向にあり、2020 年度は B 型で 1 か所平

均 10.2 人、C 型で 1 か所平均 7,0 人と算定要件を満たしていませんでした。

やはり、コロナによる利用控えが大きく影響したもので、2020 年度の特別措

置は事業所存続に必要不可欠なものでした。ある事業所の方は、「利用者数は

いったん減るとなかなか元に戻らない。障がいのある方はコロナ感染への不

安も大きいうえに、ブランクがあると元の生活リズムを取り戻すにも時間が

かかる」と話されています。地域活動支援センターは、障がいのある方が日中、

創作活動をしたり、仲間とふれあう生活の場です。利用者の居場所を守るため

にも、事業所が経営難で閉鎖とならぬよう、来年度も今年度と同様の補助を行

うべきです。伺います。 

 

答弁④ 

地域活動支援センターについての御質問でございますが、令和3年度の補

助金につきましては、本来、前年度である令和2年度の実績をもとに算定す

るところ、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少したこと



を踏まえて、令和元年度の利用実績をもとに補助金額を決定したところでご

ざいます。令和4年度の補助金につきましては、実績値の対象となる今年度

も、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症がまん延している状況にあ

ることから、現在、事業所に対して行っている実態調査の結果を踏まえて、

適切に対応してまいりたいと存じます。 

 

質問⑤ 

この間、事業所はコロナで家にこもりがちになっている利用者を案じ、電話

による来所の働きかけや、メンタルサポートなど、懸命の努力を続けてきまし

た。また、利用待機者への呼びかけも行うなど、利用者数を増やすために腐心

しています。しかし、ランクアップには最低 4 名の増員が必要で、同時にスタ

ッフ増員の必要も生じます。しかし、先行き不透明なコロナ禍では利用者数も

不安定で、新規で利用を待っている人は多いのに、人件費への投資のリスクが

高すぎて増員に踏み出せないジレンマを抱えています。例えば、横浜市のよう

に利用者が一定の利用者枠を超える場合は、1 名換算で補助金額を 10 名分ま

で小刻みに積み増しできる仕組みや、リモートによる利用者への支援なども

みなし利用として換算するなど、補助基準額の算定方法を改善できないのか、

伺います。 

 

答弁⑤ 

地域活動支援センターについての御質問でございますが、補助基準額の算

定方法につきましては、国において実利用人数の算定基準を10人以上、 15

人以上、 20人以上と定めているところ、本市におきましては、小規模の事

業所でも運営できるよう基準を緩和して、 4人以上、8人以上、 12人以上と

して実施しているところであり、更に利用人数ごとの補助額の積み増しをす

ることは難しいものと考えております。また、リモートによる支援の実利用

人数換算につきましては、障害者総合支援法において、事業所への通所が前

提とされていること、地域活動支援センターが日中活動の場の提供や社会参

加促進のための施設であることから想定しておらず、サービスの質を担保す

るためにも見直しは考えておりません。本市といたしましては、利用人数に

応じた運営費補助金に上乗せして、目標工賃達成加算や支援体制強化加算等

の各チ動Π算がございますので、事業所の規模だけでなく、利用者への支援

内容や実績を踏まえた事業者支援を引き続き行ってまいりたいと存じます。 

 

意見要望です。本市の地域活動支援センターの運営費補助は、国の基準を緩

和して小規模事業所でも支援が受けられるようになっている点は理解しまし



た。また、2022 年度の補助金算定に関しては、「実態調査の結果を踏まえて、

適切に対応する」との答弁をいただきましたので、ぜひ、各事業所の実態にき

ちんと配慮した措置を要望しておきます。 

 

 

次に、シルバー人材センターでの高齢者の働き方についてです。 

日本の高齢者の就業率は 25.1%で初めて 4 人に 1 人に達したと、総務省が

先日 9 月 20 日に公表しました。就業率は 9 年連続上昇し、日本は主要７か国

で高齢者の就業率が最も高くなっています。また、内閣府の「高齢者の生活と

意識に関する国際比較調査」では、高齢者が就労を希望する理由は、日本では

「収入が欲しいから」が 49.0％とトップで、「仕事が面白いから」と答えた人

は 16.9％に止まります。日本で多くの高齢者が就労を希望する要因に、公的

年金の水準が低いために、生活を維持するために「働かざるを得ない」実態が

あることを示しているのではないでしょうか。本市におけるシルバー人材セ

ンター登録者も直近 3 年間で年々増加し、2020 年度は 5,780 名、うち 70 歳

台が半分以上を占めます。公的機関であるシルバー人材センターは、個々の事

情に寄り添い、高齢者が安心して働ける就労・社会参加の場を広げる役割を果

たすべきです。そのような問題意識にもとづき、以下質問いたします。 

 

質問① 

5 款 4 項 1 目老人福祉総務費から、2020 年度はシルバー人材センター運営

費補助金として、5,380 万円余が計上されています。この使途内訳を伺います。 

 

答弁① 

シルバー人材センター運営費補助金についての御質問でございますが、令

和2年度の内訳といたしましては、役員報酬1や嘱託職員、臨時職員等14名の

人件費として36,043,000円、主に通信運搬費や消耗品費等の事務的な経費と

して17,760,000円を補助したところでございます。 

 

質問② 

運営費補助金のうち 7 割はシルバー人材センター職員の人件費補助で、理

事長 1 名、常任理事 1 名、嘱託職員 8 名、臨時職員 4 名分にあてられていま

す。本市シルバー人材センターは南部、中部、北部の 3 事業所で運営されてい

ますが、2020 年度の登録者数は 5,780 名だったのに対し、受注件数は５,535

件で、仕事に就いた高齢者の数は 1,864 名でした。2020 年度事務事業評価シ

ートでは「新型コロナウイルスの感染拡大の影響」が示唆されましたが、直近



3 年間を見ても登録者数と受注件数の乖離は明らかで、働きたいという高齢者

のニーズに十分応えられていません。高齢者の就労の場の確保にどう取り組

むのか、伺います。求人開拓には現在何名があたり、今後増員の予定はあるの

か、伺います。 

 

答弁② 

就労の場の確保についての御質問でございますが、企業の定年延長など、

シルバー人材センターを取り巻く環境は年々厳しさを増しているところでご

ざいます。現在、就業機会創出員1名や役員による企業等への訪問などによ

り、就業機会の拡大、受注開拓を行っているところでございますが、さらな

る就労の場の確保に向けて、本市としましても、就業機会創出員の増員や訪

問活動の取組強化などについて、今後、同センターと協議をしていくととも

に、認知度向上のための支援を継続的に実施してまいりたいと存じます。 

 

質問③ 

就業機会創出員は今後、増員を図るとのことです。シルバー人材センターで

の高齢者の働き方には、請負・委任、派遣、職業紹介の３つがあります。それ

ぞれについて、2020 年度の実績を伺います。 

 

答弁③ 

シルバー人材センターの就業形態についての御質問でございますが、令和2

年度の内訳は、請負・委任が5,535件、派遣が368件となっておりまして、職

業紹介につきましては、実績はございません。 

 

質問④ 

請負・委任についてです。シルバー人材センターでの仕事は、臨時的かつ短

期的業務で月 10 日以内、軽易な就業で 1 週間あたり概ね 20 時間を超えない

範囲とされています。雇用関係にない請負・委任業務では、報酬は「配分金」

として支払われますが、配分金はどのように算定され、支払われるのか、伺い

ます。配分金の平均額も伺います。ある 70 代の男性は週 3 日ほど駐輪場で働

いていましたが、コロナに感染して 2 週間ほど仕事を休まざるを得ませんで

した。療養後復帰しようと考えていましたが、一方的に仕事は打ち切られてし

まったとのことです。請負・委任で働く方が病気やけがなどをした場合の救済

措置はないのか、伺います。また、消費税のインボイス導入により、個人事業

主として業務委託契約で働く高齢者への負担増が懸念されています。導入さ

れた場合の本市の対応について、伺います。 



 

質問④ 

シルバー人材センターについての御質問でございますが、はじめに、請

負・委任における配分金につきましては、あらかじめ同センターが発注者と

協議した上で設定している単価に、実際の就業時間や回数等を乗じて算出

し、それに加え、交通費や材料費、資機材使用料等の実費を加えた金額とし

ているところでございまして、令和2年度の平均額は・一人あたり37,186円

となっております。次に、病気等により一定期間、就業が困難となった方が

再就業となる場合につきましては、会員の希望や受注状況などを踏まえ、個

別に会員との調整を行いながら就業機会の確保を図っているところでござい

ます。次に、消費税における適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制

度につきましては、免税事業者との取引において消費税に係る仕入控除が認

められなくなる制度でございまして、請負・委任の場合は、会員は免税事業

者の扱いとなることから、シルバー人材センターは配分金に含まれる消費税

相当額を負担し、納税する必要が生じることとなるものでございます。この

ため、制度導入後は同センターの事業運営に大きく影響が生じる可能性があ

ることから、引き続き、国や他都市の動向を注視してまいりたいと存じま

す。 

 

質問⑤ 

派遣についてです。本市での派遣事業実績は一般企業のみとなっています。

派遣での賃金体系で最低賃金の補償など、取り決めはあるのか伺います。派遣

では労災保険や雇用保険などが適用され、高齢者にとっては望ましい働き方

です。コロナ禍で、学校や保育所などで必要が生じている消毒・清掃業務など

を、シルバー人材センターが派遣という形で高齢者への就労を新たに創出で

きないのか、伺います。 

 

答弁⑤ 

シルバー人材センターについての御質問でございますが、派遣による就業

者につきましては、神奈川県シルバー人材センター連合会との雇用契約に基

づく労働者となることから、法に基づく最低賃金の適用を受けるものでござ

います。シルバー人材センターでは、会員の希望する就業内容や、受注した

業務内容などを踏まえて就業形態を決定しているものでございますので、引

き続き、同センターと協議をしながら、適正な就業の確保や、会員の就業希

望と発注者の希望要件とのアンマッチ解消等のための取組を推進してまいり

ます。 



 

最後に意見要望です。シルバー人材センター事業は「高齢者等の雇用の安定

等に関する法律」により定められた法的事業です。高齢者の就業率が高まる背

景には、生きがいの創出や地域社会への貢献だけでなく、経済的な理由による

就業ニーズが高くなってきていることが推察されます。しかし、そんななか十

分な就労機会も乏しく、シルバー人材センターの就業形態で多くを占める請

負・委任という働き方でのさまざまなトラブルが生じています。高齢者が生活

のために低賃金、劣悪な条件でも働かざるを得ないような状況にならぬよう、

請負・委任についても最低労働賃金の補償や労働条件のルールの確立、労働災

害補償などの改善を求めます。また、高齢者の就労の場創出のために、行政が

より積極的に取り組むことを要望し、私の質問を終わります。 

 

 


