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一．新型インフルエンザ対策の強化を
福祉施設の実態把握と
対応について
各家 庭や事 業所での感染予防

あるわけですから、制度の周知は徹底すべきで

して義務教育が受けられるように、この制度は

した。親が失業しても、病気になっても、安心

就学援助制度について、全く知っていませんで

る」などの相談もありました。この方たちは、

てほしい」という声が寄せられています。

用している住民から「不便であり、早く整備し

回通路として、利用することになりました。利

っています。歩行者は道路の反対側の歩道を迂

んでいる」ことで、７月３日から通行止めにな

架かる、みかの橋歩道橋が、「老朽化が相当進

念されています。

朝夕、交通の激しい場所で、事故の心配も懸

はないでしょうか。
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どで説明しているとのことですが、多くの自治
整備の見通しについてお聞きします。
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体では教育委員会が、独自に「保護者のみなさ
んへ」等というパンフレットをつくって、学校
と協議をすすめており、測量や地質調査をおこ

帯２９９名おります。厚生労働省は新型インフ

いわゆる資格証明書の方が、５月末で１６９世

ず、滞納し、国民健康保険証をとりあげられ、
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や図工の教材はできるだけ備品で対応するとか、

ドリルはできるだけ手づくりにするとか、理科

副読本を公費購入して図書室に設置するとか、
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まず受診しなさい。そのさい「資格証明書は一

の疑いがあれば、
役所の窓口などに立ち寄らず、

言語障害、自閉症、情緒障害が１１３名、にな

徒は、５月１日現在、知的障害が、１５１名、
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どで納税義務者が意図的に増やされてきた結

のに、これまでの税制改正で定率減税廃止な

億円余増額。「年金も給与も増えていない」

教科書については、知的障害児の場合、障害

ているのに、それらの財源は、「国保料を引

▽ 地方交付税や繰越金は当初予算比、相当伸び

特別支援学級に入級している生

般被保険者証とみなす」というものです。当市

にあわせた、専門の教科書と普通学級で使って

き下げて欲しい」「乳幼児医療費無料化と、

感染の疑いが ある場

合は、受診を最優先させ、後日改めて窓口にお

いる教科書の２冊使うようです。その場合１冊

小学校卒業まで拡大して欲しい」などの市民
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いでいただきます。資格証明書交付者と医療機

は無償ですが、
もう１冊は有償になっています。

関には早急に通知します。

の声に応えず基金積立が優先されたこと。

したこと。

▽ ＪＷＡＹに対して、無条件に５億円の貸付を

務負担行為の限度額を増額補正したこと。

動車会社が使用するモータープール整備で債

▽ 日立港後背地整備事業について、特定する自

料も示さないまま、増額補正したこと。

東口交流施設工事で、価格変動を裏付ける資

教師が「２冊必要」と判断したなら、２冊とも

す。

三 ．甕の橋歩道橋の整備、早く
大曽根議員 県道 日立港 線のＪＲ常磐線に
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河井教育長

します。
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就学援助制度の
更なる周知徹底について
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人が増えています。義務教育の子どもを扶養し
ている家庭から、「給食費が払えなくなり、子
どもに泣かれた」「実家から借金して払ってい

今後は学校現場の判断で、必要

公費負担にすべきと考えます。ご見解をお聞き

の対応についてお聞きします。

果です。

度比９億円余減少。その中で個人市民税は３

▽ 一般会計歳入決算額は、６１２億円余、前年

以下の点を述べ、反対しました。

くらし福祉より基金積立が
優先、 年度決算に反対

目標にしています。

なっており、２０１０年度の早期の工事着工を

現在 、県はＪＲ東日本

を通して保護者全員に渡しています。
いま、子どもの貧困は、深刻な社会問題にな
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や、万がいち感染してしまった場合の、適切な
っています。安心して義務教育が受けられるよ

えます。見解をお伺いします。

う、保護者全員に周知を徹底すべきであると考

対応などを、周知しておくことが大事ではない
かと思います。
そのなかで、社会的弱者が生活している、保

河井教育長
今後とも必要な方に必要な援助

育所、福祉作業所、高齢者施設などの対応など
が届くよう更なる周知に務めてゆきます。

保護者負担の軽減を

について、保護者、利用者、家族への周知は適
正に行われているのでしょうか。
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給食費、学習教材費、５、６年になると修学

多くの保護者は、毎日切り詰め
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た生活をしながら、毎月の学校への納入金に頭

知、で周知徹底を図っています。毎日の登園時
旅行などの積み立てがあり、合計すると、１年

福祉施設にお ける対

応については、保育園を例に取りますと、児童、
を悩ませています。

の健康状態の聞き取りや感染が疑われた場合は、
生から４年生で、年間約５万数千円。５、６年

万円を超えています。

ルエンザの広がりの中で、「新型インフルエン

いても、内容、費用について見直すことを検討

保護者負担の軽減についてお聞きします。

で年間

生で７～８万円。中学生になると、納入金だけ

感染拡大防止の観点から、登園自粛をお願いし
ています。

国保の資格証明書の
取り扱いは、すみやかに

ザに係る発熱外来の受診時における資格証明書
しています。

特別支援教育で使う教科書、
すべて無償に

学校長のリーダーシップの下で、

の取り扱いについて」という通知を、今年５月
日付けで、各自治体に出しています。
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