
 １３番、大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   今３月定例会におきまして、１つ、障害者自立支援法につい

て、２つ、学童保育について、３つ、中部公園についての３点の一般質問を行います。 

 まず最初に１点目は、障害者福祉を大きく変える法律である「障害者自立支援法」は、

昨年１０月３１日、共産党、民主党、社民党の反対、自民党、公明党の賛成で成立をし、こ

の４月１日から実施されます。これまで別々であった知的障害、身体障害、精神障害の３

障害を一元化などは、関係者の声を反映した部分でもあります。しかし、障害者福祉にも

自己責任と競争原理を徹底し、国の財政負担の削減を推し進めようとする小泉構造改革

のもとで、多くの問題点を抱えています。 

とりわけ重大な問題は、利用料は能力に応じて負担するという「応能負担原則」を、利

用したサービス量に応じて負担するという「応益負担」へと転換したことです。障害者が人

間として当たり前の生活をするために必要な支援を「益」とみなして負担を課すという応益

負担は、憲法や福祉の理念に反します。障害が重い人ほど負担が重くなり、負担に耐え

られない障害者は、サービスを受けられなくなる事態が起きることが予想されます。法案

は成立をしましたが、自治体は憲法２５条が保障する、障害者が人間らしく生きる権利を

守る責任があると思います。 

そこで、次の点についてお尋ねをいたします。 

① 障害者自立支援法における制度の概要、手続の実務などについて、町が責任を持っ

て対象者への説明を行うなど、制度の周知徹底に責任を持つこと。 

② 福祉サービスの大幅負担増の軽減です。４月１日から利用料は定率１割負担となりま

す。施設やグループホームの利用者は、食費と居住費、光熱水費なども全額自己負担

となります。通所施設の場合でも、一挙に１万５，０００円以上の負担増となります。しか

も、所得に応じて月額上限額が設定され、家族が同一生計と見なされると、これまで以

上の負担増になることも懸念されます。月額上限額にしても、障害基礎年金２級で月６

万６，０００円という収入で、２割にものぼる負担を強いられるわけです。この場合は、低

所得１の場合です。大変な負担増になることには変わりありません。国が押しつけた被

害から人権を守るために、可能な努力を払い、独自の負担軽減策を講じるべきです。 

③ 患者・障害者の命綱である公費負担医療制度も、４月１日から仕組みが大きく変わり

ます。身体障害者が対象の更生医療、１８歳以上、障害を持つ子どもを放置すれば、

将来、障害を残すような疾患を持つ子どものための育成医療、１８歳以下、統合失調症

やうつ病などの精神通院料、すべて原則１割の応益負担になります。入院の場合は、



食費負担もそこに加わります。重い医療費負担のために、治療を中断し、症状の悪化

や命にかかわる事態が起きかねません。また、一定所得以上の人は自立支援医療か

らも外され、一般の医療保険になるために、さらに激増いたします。患者、障害者が安

心して医療が受けられるよう、現行制度を後退させるのではなく、存続・拡充こそ必要

だと思います。 

④ 福祉サービスを利用したい場合は、介護保険と同様、障害程度区分の認定審査を受

けなければなりません。障害者の実態や支援ニーズに合った、適正な認定や支給決定

が行えるようにしてください。また、審査会はどのような構成メンバーですか。 

⑤ 地域生活支援事業は、ガイドヘルパー、手話通訳派遣事業、地域活動支援センター

などが対象で、利用料は条例等で定めることになっておりますが、この条例はどのよう

になっていますか。 

⑥ 障害福祉計画の策定に際しては、地域の障害者実態やニーズを的確に把握し、障害

者の自立を支える上で十分な施策の整備、目標を持ち、計画策定に当たっては、障害

者当事者も参画をし、実施の進捗には町が責任を負うことです。 

⑦ 制度改定により生じた自己負担分の増加に、自治体独自の助成制度の拡大を望み

ます。例えば入院中の食事代、治療食としての役割を持っており、健康の回復のため

には欠かせないものです。高額療養費の立てかえ分の助成貸付制度、自立支援医療

制度には、月額の医療費が高くなると、給付対象外となってしまう大きな問題がありま

す。医療保険制度の高額療養費制度による負担上限額が自己負担分となり、とりあえ

ず病院窓口で３割分を立てかえなければなりません。この立てかえ分を自治体でかわ

りに立てかえてくれるような制度の創設や、全額無利子の貸付制度をつくることも必要

と考えます。 

⑧ 地域生活支援事業は、必須事業以外にも多面的な事業を展開することが求められて

います。地域生活支援事業の財源の不安定さは否めません。また、統合補助金となっ

て市町村に委託されるために、一般財源に繰り入れされることになり、障害のある人の

支援に活用される保障はなくなると思います。町の財政的圧迫にならないよう、きちん

と国に対して義務的経費となるよう要望を提案し、生活福祉部長の答弁を求めたいと

思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   大崎議員の障害者自立支援法についてのご質問に、

お答えをいたします。 



障害者自立支援法が４月１日から施行されることとなり、昨年１２月に、障害者サービス

を利用されておる方へ、制度の説明資料の送付を行い、本年１月から順次手続をさせて

いただいているところでございまして、その都度、皆様には、障害者自立支援法の説明を

させていただいているところでございます。 

 また、社会福祉法人いずみの保護者会から、説明会の開催について、ご要望があり、

実施させていただいたところでございますが、まだまだ政令等、未確定なところもあり、

個々のサービスの内容も異なりますので、直接窓口で対応させていただきたく、ご説明を

させていただいているところでございます。 

 次に、福祉サービスの大幅負担増に対する軽減を、とのことですが、障害者自立支援法

の趣旨は、現在、身体・知的・精神の３障害が別々の制度で、サービスも数多くあり、しか

も、複雑に絡んでおりますことから、これを一元化するとともに、利用者は、サービスの利

用量に応じて費用を負担することになります。同時に、月額の負担上限額の設定、所得

の低い人に対する負担軽減など、さまざまな負担軽減措置がなされておりますことから、

法制度のとおり運用させていただきますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 次に、医療費の自己負担増を食いとめるために、現行制度の存続・拡充を、とのことで

ございますが、従来の更生医療・育成医療・精神通院医療については、自立支援医療と

して、障害者自立支援法で新たに制度化されております。また、この制度は世帯の所得

水準に応じて負担上限額も設定されておりますことから、平成１８年４月から、法に基づき

実施し、現行制度の存続は考えておりません。 

 次に、「障害者程度区分認定」、「支給決定」は、障害者の支援ニーズにあわせた判定を、

また、審査会はどのようか、とのことについてでございますが、障害者程度区分認定に当

たっては、まず、一次判定として障害者の心身の状態など、介護保険制度における認定

調査項目と同様の７９項目のアセスメント調査を行います。さらに、行動障害の頻度と日

常生活動作に関し、支援の必要に関する項目、２７項目を加え、全１０６項目において調

査を実施いたします。 

また、介護給付を希望される場合には、二次判定として、審査会において総合的に判

定され、最終的に、町において、障害者程度区分の認定をさせていただくことになります。 

なお、審査会は、介護認定審査会と同様に、いなべ市と共同設置することについて、現

在、協議をいたしております。 



また、支給決定にあっては、利用者や家族のニーズを十分把握し、制度内で利用でき

るサービスを説明させていただいた上で、支給決定してまいります。 

 次に、地域生活支援事業について条例等はどのようか、ということでございますが、地

域生活支援事業は、市町村の創意工夫のもと、利用者の状況に応じて、柔軟に対応する

ことが求められており、主な事業は、相談支援事業、コミュニケーション事業、日常生活用

具の給付・貸与、移動支援、地域活動支援センターであり、現在、事業実施について、そ

の方策等を検討をいたしております。また、これに伴う必要な規則等も順次進めてまいり

ます。 

 次に、障害福祉計画について、あわせて地域の障害者の実態についてでございますが、

平成１８年度中に策定しなければならない障害福祉計画は、障害者基本法に規定する障

害者計画のうち、生活支援に関する事項の計画を、障害者自立支援法で計画するよう規

定されたものでございまして、各種新事業体系のサービス量を現在の費用負担等の状況

から見積もり、この結果を計画に反映させるものでございまして、ニーズ調査等は行わな

い予定であります。 

 また、地域の実態については、養護学校を卒業される方が、今後、年平均で２名程度お

られますが、この方へのサービスについては、今回、社会福祉法人いずみにおいて整備

されます施設等において、対応をお願いしてまいりたいと考えております。 

 次に、自治体独自の助成制度の創設についてでございますが、法の趣旨が、皆で支え

あう仕組みであり、利用者がサービスの利用量に応じて費用負担をすることから、独自の

助成制度の創設は考えておりません。 

 最後に、地域生活支援事業で町の財政的圧迫が起こらないように、国に対して「義務的

経費」となるよう要望を、とのことについてでございますが、地域生活支援事業は、一部が

交付金対象事業となるようでございますが、その他の多くの事業は町単独事業であり、議

員ご指摘のとおり、町財政の圧迫も当然考えられますので、機会あるごとに要望してまい

りたいと考えております。 

ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   生活福祉部長から答弁をいただきましたが、大変残念に思

いまして、現行制度、国の言うとおりにやっていきたいという答弁が余りにも多く、大変ショ

ックを受けておるわけでございます。 



 現実に、いずみの方にお邪魔をして現状をお聞きする中で、本当に皆さんが大変苦しい

思いをなさっている。そういう話を聞いたり、二、三、友達に当たったりしまして、確かに今

はまだ、制度が４月１日から始まりますので、実際どのようになるのかわからないけれど、

本当に将来的に、いろいろなことを思うと大変不安である。だから、きちっと国、県、町で

見てほしい。支援法の目的でも、障害者が自立した日常生活、または社会生活を営むこ

とができるよう支援を行う。これが自立支援法の目的の第１条にございます。お金がなけ

れば支援が受けられない。何か、そのような悲しい気持ちになって、今、答弁を聞いてお

りました。 

 制度や手続については、昨年１２月から、いろいろな書類、チラシなどを配布をしながら

随時個々に面接をして、制度解説をやっているということでした。確かにそれぞれの障害

は違いますので、きちっと対応をしていただきたいというふうに思います。ＡさんもＢさんも

全く一緒ではないので、いろんな形があると思いますので、お尋ねになる方も、親は高齢

の方もございますし、きちっとご理解していただくような形での対応をお願いしたいという

ふうに思います。 

 それとあわせまして、減免措置を受けるには減免申請が必要となってきまして、現在、

障害者福祉サービスを受けていらっしゃる方も、きちっと申請をし直さなければサービスを

受けることができませんが、４月からの利用料の減免を受けるには、この３月の初旬ぐら

いまでに手続をやらなければならないというふうに思いますが、その手続はどのようにな

っておりますでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 先ほども大崎議員の質問の中にもありましたように、障害者の皆さんへのサービスが低

下にならないよう、頑張ってまいりたいと思います。 

 減免利用に当たっては、社会福祉法人減免対象認定者というのが必要で、受給者にそ

れをしなければならんということですので、今現在、随時進めておるところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   随時進めていただいているということですので、漏れがない

ように進めていただきたいというふうに思います。 



 ２点目ですけれど、福祉サービスの大幅負担増の軽減についても、これはやらないとい

うことですが、確かに負担額の上限は定められまして、生活保護世帯は０円、低所得者１

は１万５，０００円、低所得者２は２万４，６００円で、一般は３万７，２００円というふうに決

められております。障害の方ですので、１つだけの利用ではないと思います。複合してヘ

ルプサービスを使ったり、あるいは先ほども言いましたが、４月１日からは医療費も自己

負担が発生してくるわけですね。そういうことを総合してみますと、本当に重い人にとって

みたら、大変な負担増になるというふうに思います。そういうことについても法のとおり行

いますということですけれど、常に町長は福祉の充実を行いたいということをおっしゃって

おりますが、そういうことを考えると、いかがなものかなというふうに思います。 

 全国的に障害者自立支援法の負担増を受けまして、独自の負担軽減策を出していると

ころがありまして、横浜市は、市が大きいんですけれど、所得の低い障害者には自己負

担を全額助成を決めておりますし、東京の荒川区は、在宅サービス利用者に対する利用

の負担、１割（１０％）を３％、平成１８年から平成２０年まで、３年間の限定つきですけれど、

そういう緩和策を取っておりますし、通所施設利用者の食費を５０％に軽減をする。通常、

すべて食費が実費となりますので、その額を５０％にする。あるいは全身性障害者等の在

宅サービスの利用量の多い者に対する月額の負担上限額を５０％に軽減をする。 

こういう形で、障害者自立支援法が出て本当に大きな負担になる。そういう思いの中で、

今、少しずつではありますが、全国で負担軽減のための措置を取ろうといたしております。

先ほど、部長がやらない、法のとおりとおっしゃいましたが、ぜひもう一度、答弁をお願い

したいと思います。 

 法のとおりやります。でも、今現実に困っている。一つの障害だけじゃなくて、いろんな形

で自己負担がふえてくる、４月１日から現実があります。そのあたりをどうお考えなのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 先ほどもご答弁させていただいたように、障害者自立支援法と利用者負担の内容は非

常に複雑でございまして、例えば減免ですと、ご存じだと思いますが、８つ減免がございま

す。そのあたりも先ほど答弁させていただきましたように、政令等がまだきちっと定まって

いない時点で、大崎議員が申されましたように、京都や横浜市のことも私は承知しており

ますけども、十分検討しながら、負担軽減がどうしても必要な時は、先ほども言いましたよ



うに、できる限りサービスの低下のないようにしていきたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   国もいろんな政令とか、そういうものがおくれてきているのは

事実ですし、強引にやってきたツケを、今、自治体の方で苦しんでいるという部分も確か

にあるかとは思いますが、逆に、先ほど言いましたように、障害者の皆さんも、いろんな形

で苦しんでみえる。親はだんだん年老いていく。そして、その子どもを、自分の妹とか弟と

か、そういう人たちに託さなければいけないので、やはり大変だというふうに思います。負

担軽減ができるような方向を何らかの方法で探っていただきたいというふうに思います。 

 何度も申しますように、障害者はいろんな組み合わせで生きていっていらっしゃるわけで

すので、東員町で社会人として完うした生活ができるような支援、援助というのを、ぜひや

っていただきたいというふうに考えております。 

 認定区分については、介護保険と同様、いなべ市と共同設置ということです。そして最

終的には、町でこの人は１とか２とか３とかを判定するということを部長がおっしゃったよう

ですけれど、そういう形で理解をしていいのか。 

それと、失礼ですけれど、本当に障害者のことを大いに理解をしてくれている、制度面

とか、いろんな体の発達状態とか、そういうものをきちっと把握をしていただけれる方を、

認定審査会にぜひ入れていただきたいんですけれど、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 認定については、ご理解いただいたとおりで結構でございます。 

 審査会については、専門の医師や看護師に入っていただいて、先ほどもご答弁させて

いただきましたように、介護認定審査会と同じような専門的な方で構成していただくようし

ていくつもりでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 



○１３番（大崎 潤子君）   認定審査会には、ぜひノウハウのわかる人をきちっと入れて

いただきますよう、お願いをいたします。 

 障害者福祉計画についての中でのいろいろな障害者の実態、潜在的なニーズ把握につ

いては、やらないということをおっしゃっておりまして、障害者福祉計画の中の生活支援法

のところを障害福祉計画に移行させるという形で理解をするのでしょうか。もし間違ってい

たら、教えていただきたいというふうに思いますし、潜在的なニーズ調査というのも、障害

者福祉計画に反映させるかどうかは別といたしまして、全体的に東員町での障害者の皆

さんの全体像の把握というのは、生活福祉部の方できちっと調査していらっしゃるのでしょ

うか。そのあたりもお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 障害者福祉計画というのは、現行サービスの居宅サービス、施設サービス、補装具、日

常生活用具等の負担割合が変わることになるということですので、サービスの内容は、大

きく分けて新しくサービスになるのは介護給付や訓練、あるいは地域生活支援事業とか

補装具の支給ということになるんですけども、サービスの内容としては変わらないというこ

とで、ご答弁させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

 東員町の障害者の人数でございますが、先ほどもお答えさせていただいたように、現在、

サービスを受けてみえる方の対象者が、そのまま新しいサービスに移行されます。私ども

今把握しているのは、３８０人ぐらいを大体把握しているつもりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   現在の東員町内の障害者は、潜在の方も、いろんな方を含

めて３８０人という形で理解をすればよろしいでしょうか。 

 次にいきます。 

 公費負担医療が、これも先ほど言いましたように、４月１日から大幅な値上げになるわ

けです。みんなで支えあう仕組みなので、助成制度の創設は考えていないということをお

っしゃいました。この入院医療費にも、今度は、あわせて食事代が１日７８０円、実費加算

となるということになるわけですね。小さな病気は別といたしまして、心臓病とか人工透析



とか、そういう大きな病気になった時には、大変な額を出費しなければならないというふう

に思いますので、ぜひぜひ頭からやりませんではなくて、東員町の実態を、私も今、こうい

う病気の人が何人とか、これだけの医療にかかる人が何人とかと、調査をしていないので、

はっきり申し上げられないんですけれど、二、三の本を開けたときには、心臓病であったり

とか、人工透析なんかには、大きな金額を必要とする。それを一時的に立てかえ払いをし

て、後でまた償還払いで返ってくる方式は取ってありますけれど、立てかえ払いをするの

にも、５０万円とか８０万円だったら大変ですので、そういう時に一時的に町が貸付をした

りとか、そういうことができないかということを尋ねたわけでございます。 

 栃木県では、次世代育成の視点から、育成医療の自己負担分を全額補助する独自の

制度を取っております。また、人工透析患者や精神通院医療などに独自に補助している

自治体もあるわけでございます。そんなところも調査をしていただいて、前向きなものをつ

くっていただきたいというふうに思います。 

 国は軽減を図ったといいますが、３年間の軽減だけなんですね。それ以降は、どういうシ

ステムになるかわかりませんけど、当面３年間は軽減措置を取っているわけですけれど、

現実に６万６，０００円の年金受給者が、政府は、手元に２万５，０００円残る負担を出しま

したといいますけれど、現実に本当に６万６，０００円で２万５，０００円で、どんな生活がで

きるんだろうかなと思うと、不安になります。同居していれば、おのずから年老いた親とか

兄弟が助けてやらなければならない。だけど残念なことに、３５０万円以上の蓄えがあると、

そこに課税をされていく。そういう裏腹なこともやられているわけでございます。 

ですから今はいいが、本当に将来が大変であるという親の思いをくみ取っていただきた

いというふうに思います。医療もそうだし、食事代もそうだし、送迎代も実費となるというふ

うに思います。本当にいろんな形で出費がふえている現実、知っていらっしゃると思いま

すけれど、法のとおりではなくて、もっと東員町に合った、現実にいろんな形でいずみへの

支援、あるいは当初予算にも、新しいいずみの施設という形で支援はしていただいており

ますけれど、どうぞ、もう少しソフトな面でも力をかしていただきたい。そういう思いでいっ

ぱいでございます。 

 そのあたり、もう一度、生活福祉部長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 まず、今度の障害者自立支援法は、障害者福祉サービスと自立支援医療費とは、法律

は一緒ですけど、内容は別ですから、そのあたりは。先ほどおっしゃられた６万６，０００円



というのは、障害者サービスの中のことでございまして、上限額が１万５，０００円、２万４，

０００円と決まっております。それと自立支援の医療費につきましては、更生医療と育成医

療、精神通院医療は自己負担は原則１割でございます。それで、なおかつ更生医療の中

には、今おっしゃられた高額療養費というのが発生しません。自己負担の上限額も生活

保護者は０円から、最高上限額、２万円と決まっておりますので、そのあたりをわかってい

ただきたいと思いますし、先ほども負担軽減はなぜしないのかとおっしゃられたんですけ

ど、答弁が重複する部分がございますけども、高額障害者サービス費による負担軽減と

いうのもありますし、入所施設グループホームの利用者には、収入に応じた個別減免もあ

りますし、入所者には、食費、光熱水費の負担軽減とか、８つの項目がありますから、申し

わけないですけど、医療費と福祉サービスは分けていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   医療費のサービスと福祉のサービスはわかっておりますの

で、もし私が、今、話の中でまぜていましたら、おわびしたいというふうに思います。 

 どちらにしろ、金額的のものは、今までゼロに等しい金額から、１割にしろ、払わなけれ

ばいけなくなったということと、食費代は実費であるし、送迎代も実費であるということには

変わりないというふうに思います。 

 それと、地域生活支援事業は町単独事業ということで、やはり町の財政的な圧迫がある

ようだということをおっしゃいましたので、きちっと県や国に対してものを申していただきた

いというふうに思います。これは国がきちんとやらなければいけないと思いますので、それ

を自治体に押しつけてきた。そこが一番、大もとの原因だというふうに思います。 

 最後に、障害者が社会人として、この地域で生活が完うできるように支援するのが行政

の仕事だというふうに思います。もちろん、家族や地域も支えあっていきます。福祉の後

退のないよう、情報の共有やサービスの提供など、障害者が住み続けられる東員町であ

りますようお願いをしたいと思います。 

 最後に「いずみ通信」から。これから障害者にとって大変な地域生活になりそうな予感が

する。どんな福祉社会になろうとも、この地域で、これからもみんなとともに障害者人生を

歩き続けたいと思えるような明日が来るように願っていますという、いずみ通信からの言

葉を引用させていただきました。 



 それともう１点、いろんな形で送迎代も有料になるわけですけれど、福祉タクシーへの助

成制度、そういう創設についてはお考えはないのでしょうか。今度、いなべ市で、そういう

制度が創設されたと聞きますけれど、送迎が実費になりますので、そのあたり１点、すみ

ません。お願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 十分認識しておりますので、検討していきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   よろしくお願いをいたしまして、２点目の質問に入ります。 

 学童保育について。 

政府は学童保育が少子化対策、仕事と子育ての両立支援、次世代育成支援対策の重

要な施策であると認識をし、必要な地域すべてに整備していくという方針を持つまでにな

っています。全国的に拡充の要求が高まって、２００６年度は、補助対象クラブ数は１万４，

１００カ所、１２８億８，０００万円となっています。 

また、学童保育の施設整備に活用できる児童更生施設整備費、児童館の整備費を学

童保育にも使える。保育環境改善等事業費、放課後児童クラブの設置促進費、合計で２

００６年度は３１億３，０００万円計上されています。 

当町でも、笹尾、城山、神田で、６５名の児童が異年齢集団の中で、のびのびと放課後

楽しんで生活をし、日々成長しています。ぜひ全町に学童保育所の設置を強く望むもので

す。学童保育所があれば預けて働きたい、こういう若いお母さんの声を三和地域でも聞い

ております。三和、稲部地域にも設置できるよう、町としての手だてを考えていただきたい

と思います。 

 また、指導員の仕事、役割は重要です。子どもの健康や安全管理、遊びや行事などを

通しての成長への援助、働きかけ、家庭との連携など、これらの仕事を通して、一人一人

の子どもたちが学童保育を毎日の生活の場として受けとめ、よりどころとして実感できるよ

うにするのが指導員の大きな仕事です。勤務は午後から夕方６時まで、指導員の勤務体

制、待遇は課題がございます。また、父母の負担も大変です。財政の厳しい折りはわかっ



ておりますが、将来の東員町を担う子どもらのために、ぜひ子育て支援の一つとして、財

政支援の増額をお願いをいたします。 

 また、指導員に対する公費補助、健康診断や研修費等を望み、生活福祉部長の答弁を

求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   大崎議員の学童保育についてのご質問に、お答えい

たします｡  

 昨今の社会情勢や、家庭や地域を取り巻く環境の変化に伴い、全国的に少子化が進行

しております｡次代を担う子どもが健やかに生まれ､育ち、保護者にとっては、仕事と子育

ての両立を支援するため、国においては「次世代育成行動支援対策」が推進され、本町も

重要な施策として、町次世代育成支援対策「地域行動計画」を平成１７年３月に策定し、

学童保育所などに対し､子育て支援を行っているところでございます｡ 

 ご質問の学童保育につきましては、議員ご承知のとおり、現在、神田地区、笹尾地区、

城山地区で実施しているところでございます。ご指摘の三和地区、稲部地区にも学童保

育所をということでございますが､地域行動計画を策定する時点で、アンケート調査をさせ

ていただきましたところ、全体の２割程度の希望者があり､今後、可能な限り要望にこたえ

られるよう検討させていただきたいと思います｡ 

 また、指導員に対する健康診断など、公費補助についてでございますが、衛生加算分と

して、以前から委託料に加算させていただいておりますし､委託料の増額につきましても、

平成１８年度当初予算に上程せていただきましたように、増額を予定いたしております｡ 

 いずれにいたしましても、働きながら安心して子育てできる環境が必要と認識いたして

おりますので、学童保育の条例化などを視野に入れながら､可能な限り、その要望にこた

えられるよう研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 



 学童保育所につきましては、平成１８年度の予算の中でも増額が計上されておりますの

で、きちっと審議をしていきたいし、評価をしたいというふうに思います。 

 アンケート調査で２割程度ということをおっしゃいましたが、幼稚園児も含めて、家にいる

子どもたちも含めて、その対象人数がどの程度だったかというのを、１点お願いをしたいと

いうふうに思います。 

 そして、私が健康診断、研修等と申し上げまして、後日、電話を入れたら、実際、衛生安

全対策費の中に４，２００円を計上してありますよということでしたので、これは私の調査ミ

スということで、ごめんなさい。 

 では、その１点だけお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   ２割の人数でよろしいですか。就学前児童が７８０人と

小学生１，４９０人の方を対象にアンケートを実施しました。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   ３点目は、中部公園について質問をいたします。 

 パークゴルフの利用者が多く、大会の日等は駐車場が手狭になり、路上駐車が目立つ

時がございます。公園計画時における台数は、どのように設定されておりましたでしょうか。

ちなみに、昨年４月から１２月までのパークゴルフ利用者は、１万１，８４６人と聞いており

ます。１日平均して４３人ぐらいの利用であります。また、大きな大会は６回開催され、３０

０名の参加と聞いております。 

 そこで、町の施設の有効活用こそ大切でありますので、陸上競技場のＰ２の駐車場の活

用を望む声がございます。社会教育課で尋ねたら、管理やごみの問題で難しいとのことで

した。通常、陸上競技場にも管理人が見えるわけです。教育委員会と土木課で話し合い

をし、活用できる方向をぜひ見出していただきたいと思います。陸上競技場の駐車場が活

用できれば、路上の駐車も少なくなりますし、新たに増設する必要はないと考えます。 

また、バーベキュー施設は、当初計画より変更されまして、管理棟近くの花壇付近に設

置をされました。この維持管理はどのような形でなさるのでしょうか。また、利用して足らな



くて増設の要望が出された時は、増設を計画されるのかどうなのか。建設部長に、お尋ね

をいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   中部公園について、お答えをいたします。 

まず、１つ目の駐車場につきましては、その利用状況は、平日は、若干の余裕もあるよ

うな状態ですが、休日は、天気にも影響されますが、時間帯によっては駐車できない場合

もあり、そのような場合は、ご指摘のように、公園西の町道の路肩部分に駐車されている

車両も見受けられます｡ 

この公園の駐車場は、公園計画時から現在の位置とほぼ変わらない付近で、駐車台

数も同様の４０台分の駐車場が計画されておりました。 

 次に、陸上競技場東側のＰ２駐車場の活用につきましては、陸上競技場の管理を行っ

ている教育委員会から借用できないことは決してございませんが、先ほど述べましたよう

な、公園の駐車場が満車となった場合は、現在、公園の駐車場に最も近い陸上競技場入

口西側の駐車場をご利用していただくようお願いしておりますが、ほとんど利用されてい

ないのが現状であります。 

そこで、まずは、この駐車場を活用していただくよう、さらに表示方法に工夫を凝らし、

利用者への協力を呼びかけてまいりたいと考えております｡ 

 次に、バーベキュー施設の維持管理と今後の計画につきましては、現在、管理棟の西

側でバーベキュー施設の設置工事を進めており、この４月から、皆さんにご利用いただく

よう、そのほかの準備もあわせて行っております｡ 

施設の使用方法は、使用希望日の前日の午後５時までに、公園管理棟、役場土木課、

笹尾連絡所のいずれかで使用の許可を受けていただき、利用日に管理棟受付に許可書

を提示して使用していただきます。利用時間は午前９時から午後４時３０分までで、使用

後は、炭の残りを所定の場所に捨てていただき、その他のごみは、各自持ち帰っていただ

くよう考えております。 

なお、使用者の受付や捨てられた炭の処分は、現在の管理委託業務の範囲内で行い

たいと思っております｡ 



また、今後の増設計画につきましては、施設の不足等が生じた場合は、利用状況や利

用者の意見を参考にしながら、施設の改善や増設の検討を行ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   中部公園の駐車場の件ですけれど、４０台の駐車ができると

いうことで、先ほど部長は、陸上競技場の西側ということは、Ｐ３という形で理解をすれば

よろしいでしょうか。Ｐ２のところには横断歩道があって、公園へ入りやすい状況で、できた

らそこを活用させていただきたいということで、今、部長がおっしゃった西側というのは、少

し離れていると思うんですね。だから、ぜひＰ３がオープンできるのだったら、Ｐ２も開けて

いただくことだって可能ではないかというふうに思いますが、そのあたりをお聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

 教育委員会と土木課との話し合いはどのように進められて、何が問題で、なかなか駐車

場をオープンすることができないのかということです。 

 そして、今、管理棟のそばの倉庫のところに一定のスペースがございますね。そこを大

会の時とかに活用することは不可能ですか。 

 その２点について、お聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）      残り時間が少なくなっておりますので、双方、簡潔にお願いし

ます。 

 太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   Ｐ２といいますのは、陸上競技場の東側でございます。

今現在、置いてくださいといっているのは、玄関の西でございます。もっと西の駐車場では

なしに、２０台ぐらい置けるんですけど、そこへ置いてくださいよということで、今お願いして

おります。イベントとか大会がふえましたら、東の方も必要になると思いますが。 

 管理棟の駐車場でございますが、今現在、４０台置けますが、荷物等の搬入については、

そこへ置いてもらって、また出てもらうということは、今までどおりで考えております。 

以上です。 



○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   そうしますと、管理棟のそばにあるスペースは、今も駐車場

として活用しているという形で理解をすればよろしいでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   ４０台のところにつきましては、一般の方も置いていただ

いて利用してもらうということでございます。荷物の搬入とか、大きな荷物があれば、倉庫

というんですか、西側のところへ置いてもらって、また、車については出てもらうということ

で考えております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   活用方法がわかりました。４０台では足りなくて、路上駐車と

いうことで、今、陸上競技場の方も使っていただくような手当をしたいということですので、

その徹底とあわせまして、倉庫の付近もたくさんの車が入った時に活用できるような方向

で、また、土木課の方で検討していただきたいことをお願いをして、一般質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 

 

 


