
○議長（三宅耕三君） 日程第１「一般質問」を行います。 

順番に発言を許します。 

１２番奈良あや子議員。 

（１２番奈良あや子君登壇） 

○１２番（奈良あや子君） 私は、通告をいたしました２点について質問いたします。 

初めに、国が地方財政措置する事業に対する本町の対応をお伺いいたします。 

国の平成１９年度予算が衆議院を通過いたしました。そのなかにはこれまで補助金で対

応していた事業を交付税措置するとしている事業が多々あります。これは各省庁が国民

生活に重要として予算化したものを総合し、交付税として各自治体に配分するものです。

ですから個別の事業としては本町にどれだけ配分されているかはわかりません。国は地

方分権によって税源を移譲し、自治体の裁量による予算の使い方に任せるというもので

す。このため、それぞれの自治体では、住民のニーズに応じた予算の使い方ができる反

面、首長の政策によって、本来国が国民生活に重要として予算編成したものが、全く違う

ところへ使われるということも出てきます。 

そこで１９年度の交付税のなかに含まれるいくつかの事業について、本町はどのように

対応されるのか、お伺いをいたします。 

まず特別支援教育支援員の配置についてですが、学校教育法の改正によって、今年４

月からは小中学校で特別の支援を必要とする児童生徒に対して、障害を克服するための

教育を行うことが明確に位置づけられました。本町は国のモデル事業を実施しており、一

歩進んだ対応がされていると認識しておりますが、今までは介助員や学習支援員を地方

自治体の独自予算で対応しておりました。しかし、１９年度からは特別支援教育支援員を

計画的に配置するとして、２５０億円の財政措置が予定されております。人数的には２万１

千人、２０年度は３万人で、ほぼ全公立小中学校数に相当する人数を配置するとしていま

す。 

次に学校図書館図書整備事業についてですが、子どもの活字離れが問題視され、子

どもがより読書に親しむ環境をつくるため、平成１３年１２月に子どもの読書活動の推進に

関する法律が成立し、学校図書館の充実を含む子どもの読書環境の整備について、国

や地方の責務が明記されました。このようなことから、文部科学省は平成１４年度から１８



年度までの５年間に、学校図書館整備のために毎年約１３０億円、総額６５０億円を地方

交付税で措置してきました。 

これが今年度で終わることから、今回、平成１９年度から５年間、新たな学校図書館図

書整備計画として毎年２００億円、総額１千億円を地方財政措置するとしています。１千円

億円のうち４００億円を蔵書を増やす費用に、６００億円を古い本を更新するための買い

替えに充て、学校図書館、図書標準の達成を目指すとしています。 

次に少子化対策の拡充として、子育て支援事業、妊産婦健診費用助成についてであり

ます。 

これまでは子育て支援事業２００億円、妊産婦健診費用助成１３０億円でしたが、１９年度

では約７００億円に拡充されます。地域の実情に応じた積極的な施策展開を支援するとし

て、人口１０万人の標準団体で５，５００万円程度の金額になります。妊産婦健診は胎児

や母親の健康状態を診断し、健康で安全なお産をするために必要不可欠であり、胎児の

超音波検査や妊婦の内診、血液検査などを定期的に行うというものです。 

妊娠初期から分娩まで１４回程度が望ましい回数とされています。費用は１回約５千円、

血液検査を伴うと１万円から１万５千円程度かかり、自己負担の総額は平均１２万円程度

で経済的基盤の弱い子育て世代の負担感は大きく、受診を控えているという事実もありま

す。現在ほとんどの自治体は２回の無料健診を実施していますが、厚生労働省は５回程

度に増やすことが望ましいとして、全国の自治体に通知したと聞いております。今回の予

算増額は健診費用最低５回分を無料化することを前提としているものであります。 

以上、町長のご所見と対応をお伺いいたします。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

（町長佐藤均君登壇） 

○町長（佐藤均君） おはようございます。 

奈良議員のご質問にお答えをいたします。 

特別支援教育支援員の配置について、文部科学省は学校教育法等の改正において、小

中学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする障害のある児童生徒に対して、障害を

克服するための教育を行うことが明確に位置づけられ、平成１９年度から新たに特別支

援教育支援員の配置に必要な経費について措置が講じられることになりました。 



本町においても、学習活動の支援、日常生活動作の介助等を行う特別支援教育支援

員の設置を予定していましたが、支援員は教員免許を持った人であることとなっており、

人材の確保が難しいことから、学校生活上の介助が必要となる子どもたちには、介助員

の配置を予定しております。 

なお、支援教育を推進するにあたりまして、特別支援教育推進事業として、保・幼・小中

学校に巡回相談員を派遣し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な心理、教育的検

査による査定、個別指導計画の作成と指導の充実を図ってまいります。 

また、学校図書館図書整備費につきましては、文部科学省は平成１４年度から５年計

画で学校図書館図書標準達成を目的に財政措置を行い、平成１９年度からは新学習指

導要領に基づく「総合的な学習」に対応するため教材の整備と、引き続き学校図書館図

書標準の標準冊数を整備するため、図書の更新に要する経費も含めた新学校図書館図

書整備５ヶ年計画により計画的な学校図書整備費の財政措置の予定がなされておりま

す。 

本町においても、小中学校において、教育上必要な教材整備と学校図書館図書の充実

に努めているところでございます。 

次に子育て支援事業でございますが、昨年６月国において開催されました「少子化社

会対策会議」において決定されました「新しい少子化対策について」等を踏まえ、地方公

共団体が地域の実情に応じ実施する効果的な少子化対策事業に要する経費について、

必要な地方財政措置を講ずるとされております。 

事業の内容は子育て支援事業について、従来からの財政措置を大幅に拡大し、地方

公共団体の積極的な取り組みを支援することとされ、拡充により想定される新たな取り組

み事例として、児童虐待防止対策の推進、妊産婦健診費用に対する助成の拡充、地域に

おける子育て力の強化、ファミリーフレンドリー企業の普及促進などが掲げられておりま

す。 

妊産婦健診費用に対する助成の拡充につきましては、本年１月１６日付けで、厚生労

働省から「妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方について」として、各市町村におけ

る公費負担による健診回数の増について取り組みがなされるよう、管内の市町村に周知

徹底するよう県に通知があり、先ごろ県からその旨と各市町の妊産婦健診の意向調査が

あったところでございます。意向調査の結果によりますと、県内統一した実施方法を望む

意見が多く、現在その内容等について検討がなされており、本町もその結果を参考に健

診を実施させていただきたいと考えております。 



いかなる事業につきましても、国の財政措置にかかわるものだけでなく、住民の皆様に

とって必要なサービスの充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） 特別支援教育支援員の配置につきまして、教員免許がなけれ

ば支援員にはなれないということで、今年度は支援員は置かないということなんでしょうか

ね。現状は各学校ごとにちょっとご報告をいただけると有り難いんですが。 

それからモデル事業で実施をした結果につきまして、一度ご報告をいただけますでしょ

うか。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 

もう少し詳しいことは教育長の方から答弁させます。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） さきほど答弁にありましたようにですね、支援員というのはなか

なかその人材確保が難しゅうございまして、今年度平成１９年度でございますけれど、支

援員、介助員といたしまして三和小学校に１人、稲部小学校に１人、神田小学校に４人、

笹尾西小学校に１人、城山小学校に１人と、合計８人の介助員の方をお願いをしている予

定でございます。 

なおですね、いわゆるその支援員を置くことができないということもございますし、また新

たな特別支援教育を推進するということで、先ほども答弁のなかにございましたように、そ

ういう資格を持った巡回相談員の方に来ていただきましてですね、一人ひとりのニーズに

合った指導計画等作成をしていくと、毎週ですね巡回指導員の方には本町へお越しをい

ただきまして、保育園、幼稚園含めて小中学校それぞれ回っていただく、そういう計画を

いたしておるところでございます。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 



○１２番（奈良あや子君） 今、その指導員さんがするべき内容と、介助員さんで賄える内

容との違いというのはあるんでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 介助員の方はですね、いわゆる教員の免許を持っていないわけ

でございますので、これはその担当の先生のいわゆる指示に従って、毎時間毎時間です

ね、どういう指導、どういう介助をするんだという、そういう計画の基にされるわけでござい

ますけれど、支援員の方はですね、いわゆるその一人ひとりの指導計画を立てる。あるい

はコーディネーターの方のあと補助をするとかですね、そういう違いがあります。 

ですから、支援員の方は主体的な活動ができるわけですけれど、介助員の方はあくま

でも先生の指導計画に従う、そういう補助をしていくということでございます。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますと支援員の方が毎週巡回をしていただいて、その方

が個別的にこの子にはこういう支援が必要ですよ。この子にはこういう支援が必要ですよ

ということを指示をされるわけですね。 

そうしますと、それに基づいて学校の先生と介助員の方が対応するという、そういう状

況ですね。そうしますと、例えば１名本町で支援員、教員免許のある支援員を雇って、こ

の必要である今８人の方たちを束ねていただいて、もう少しきめ細かい対応をするという

ことは、本来その方がいいんではないか、たまたま今人材確保が難しいのでできないけ

れども、本来町で１人置いていただく、あるいはその介助員ではなくて一人ひとりについて

支援員が配置をしていただくという、そういうことの方がよりベターではないかというふうに

は思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 可能ならばですね、その何と言うのですかね１対１対応で先生

の資格を持った方が、またそういう特別支援にかかわって、識見の深い方が先生が、そう

いう研修を受けた先生が、その子ども一人ひとりに対応していくのが、一番それはいいこ

とではございますけれど、現実にはそういうことにはなっておりませんで、障害者のある１

クラスは８人で１クラスというような形になっておりますけれど、そこのところを東員町とい

たしましてはですね、介助員の方、あるいはそういう巡回指導員の方にお力添えをいただ

いて、子どもたち一人ひとりをきめ細かく指導していこうという形でしておるわけです。 



ただ１人のですね、支援員の方が来ていただいて果たして、例えば小学校６校をカバー

できるかというと、それはできないわけでございまして、本来であればその支援員という方

がですね、各校１名ずつ配置をされるならば、これはそれぞれの学校のコーディネーター

の教員とですね、連携をしながらきめ細かい指導ができるというふうに思っておりますけ

れど、私どもとしましては、今、一生懸命にその子どもたちの一人ひとりのきめ細かな指

導が行き届くように努力をいたしておるところでございますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますとモデル事業のですね、その成果といいますか、そ

の辺を少しお聞きをしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） そのモデル事業、私どもが受けたモデル事業はですね、今その

特別支援教育にかかわるそのモデル事業でございまして、今回のその特別支援教育体

制に移る、その基本的な研究をさせていただいたということでございまして、これは１人の

そのコーディネーター、神田小学校でございますけれど、そこを指定いたしまして１人の先

生コーディネーターを育てて、その人によって一人ひとりの子どもたちの障害の状況に合

った指導計画を立て、それを実施をすると、その成果の結果、全体に三重県の特別支援

教育に関するその方針の基礎を私どもが提供させていただいたというところでございま

す。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますと、本町にとりましてはモデル事業で培った基礎的な

ものがあるわけで、そういったところから、非常に個々の子どもたちにとってはいい状況な

んではないかというふうに思うんですが、せっかく国の方で交付税措置をして、支援員の

配置を目指すということですので、是非ともその辺は人材の確保に努力をしていただきた

いと思います。 

それから学校図書館の整備事業なんですが、必要な教材と図書館整備を進めているん

だというふうに今、町長の方からご答弁をいただきました。しかしながら、平成１８年４月に

発表されました学校図書館の現状に関する調査というのを見ますと、本町は学校図書の

標準を達成している学校の率が７５％以下というふうになっております。本町の１９年度の

予算案を見ますと、小学校の図書館の購入費が１８年度と同額、中学校では５０万円の



減額というふうになっております。今後の取り組みについて再度ご答弁をいただきたいと

思います。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） いわゆるそれぞれの学校の図書の標準冊数と、それから私ども

の現実のその冊数でございますけれど、私どもどういう調査結果で７５％と言われておる

のかなというふうに思うんですが、現実にですね、それぞれの学校の標準冊数と、現在の

蔵書冊数を比較いたしまして、それを下回っているという学校はですね、第一中学校が標

準冊数が１万１６０冊です。ところが現実には１万１３２冊で２８冊少ないというだけでです

ね、あとの学校はすべて標準冊数をオーバーをしておる状況でございますので。 

ただ昨年よりですね、今年度のいわゆるその予算額が５０万円ほど、５万円ではございま

せんかね。５万円ほど少ないんですが、５万円なんですね。生徒数で図書費をですね算

出する部分がございまして、生徒減によってそういう値がちょっと出てきておるというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） これはですね、昨年の４月に文部科学省が発表しておりまして、

これは各市町村から調査をした結果を集めたものということですので、多少、年度が前な

のかもわかりません。それが今インターネット上で公表をされておるわけです、はい。 

そうしまして、ずっと見ておりますといなべ市、あるいは近隣の市町村も大体この７５％

以下というところに入っておりまして、大体近隣の市町村と同じような状況なのかなとは思

ったんですが、たまたまうちは大規模改修とか、さまざまな改修のときに図書館の整備を

しております。そういった意味からも相当進んでいるのではないかなと思ったんですが、７

５％というのはいかにしてもちょっと不思議だなと思いました。 

それと買い替えですね、買い替えの冊数を含めてこの金額で十分足りるわけでしょう

か。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 私ども十分にこれまでもですね、同じようなあれで進めてきてお

りますし、ただ特にその必要とする場合はですね、朝の読書活動なんかしておりますので、

特に必要とする場合は特色ある学校づくり予算を対応させたりですね、あるいは私どもの



方からさらに援助させていただいたり、そういう対応をさせていただいておりますので、不

足をしているというような状況はないというふうに思っております。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますと、これに関連をしまして子どもの読書計画ですね、

この読書計画は義務づけではないかと思うんですが是非、子どもたちの読書を推進する

ための計画というのをつくっていただきたいということで、二度ほど質問をいたしておるん

ですが、その辺に関してはどうでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 実際のその読書活動につきましてはですね、私どももこれでもう

何年目になりますかね、６年目、７年目に入っているんだと思うんですが、随分定着してき

ておるというふうに思っておりますし、さらにそれを家庭へも広めてまいりたいと考えており

まして、読書推進計画につきましては、前にもご答弁させていただいているというふうに思

うんですが、１９年度に策定をしてまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） １９年度に策定をされるということですので、できる限り住民の

参加で、要するに意識を家庭へも広げていくということであれば、一部の人たちやコンサ

ルでお願いをして策定をするんではなくて、今の時代ですので、あらゆる形で読書計画に

住民の方々参加をしていただけるような、そんな策定の仕方をしていただけると有り難い

かなというふうに思います。 

それから妊産婦の健診費用の助成につきましては、県の意向調査があったということ

で、その結果を待って、検討されたのを待って本町としても実施をするんだというご答弁だ

ったと思うんですが、今回の財政措置で厚生労働省は５回、最低５回は必要であるという

ような見解を持っておるんですけれども、できる限りその子育て支援という観点からいきま

すと、回数も多く、無料の回数も多くしていただけるのが有り難いなというふうに思います。

これも各それぞれの自治体の裁量ですので、できる限り無料健診の回数を多くしていた

だくことができないかというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 



県の方でいろいろアンケート取ってみたりですね、各市町がバラバラではというようなこ

とですね、このあとある程度統一した線が出てくると思います。そこらを十分検討させてい

ただきまして、前向きに検討をさせていただきます。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） 私は町長にお尋ねをしたのは、やはり地方の裁量権ということ

から言 

いますと、横並びの施策ではなくて、やはり本町はこういうことに力を入れておりますよと

いう姿勢を表明をする絶好の機会じゃないかというふうに思ったから、町長に質問をさせ

ていただいておるわけですが、町長も４月の選挙を控えておりますので、明確なご答弁と

いうのは難しいかもわかりませんけれども、無料健診の回数の増と、それから実施の時

期ですね、これも例えば愛知県の大府市あたりは、もう今年度の予算に１５回無料という

ことの予算案が提案をされておるようでありますので、やはりその辺町長の姿勢として是

非当選の暁には、その辺を力を入れてやっていただきたいというふうに思います。 

次に２点目にいきます。 

障害者自立支援の対応についてお伺いをいたします。 

障害者自立支援対策特別交付金は、１８年度補正予算計上額で県が基金を造成し、事

業者に対する激変緩和措置、新法への移行等のための緊急的な経過措置を行い、１９年

度、２０年度予算で対応し、利用者負担のさらなる軽減を行うという、３つの柱からなって

おります。 

町は、市町村特別対策事業実施計画を平成１８年度中に３年分の計画を策定し、県に

提出、そして毎年度補助金の交付申請をすることになっております。この事業に対する本

町の対応と効果を伺います。 

また、視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業は、地域における障害者に対する情

報バリアフリーを一層促進するため、自治体や関係機関に情報支援機器等を整備し、視

覚障害者や聴覚障害者への情報支援の充実を図ることを目的として、自治体や公立病

院などの公的機関の窓口業務の円滑化に必要な情報支援機器や、ソフトウェア等の整備

をするものです。補助率は１００％で１８年度から２０年度まで実施するという事業でありま

す。 



対象品目は点字プリンター、自動点訳ソフト、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、

視覚障害者用拡大読書機、視覚障害者用通信装置などであります。特に最近、エスピコ

ードが広がり初めておりますので、専用の読み上げ装置の設置は必要になってくるので

はないかと思います。 

これは紙に書かれた文字情報を切手大の記号に変換したエスピーコードを、専用の読

み上げ装置に当てると音声で文字情報を読み上げるというもので、目の不自由な人にと

っては朗報であります。エスピーコードは、パソコンと印刷機さえあればだれでも作成でき、

読み上げ装置も１０万円程度で重度視覚障害者の場合は、日常生活用具として給付され

るというものです。これらに対する本町の対応をお伺をいたします。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） 障害者自立支援の対応につきまして、お答えをさせていた

だきます。 

まず、障害者自立支援対策臨時特別交付金への対応でございますが、この交付金は

障害者自立支援法の施行に伴います激変緩和と、新たな事業に移行できない事業者の

経過的な支援等、新法への円滑な移行の促進を図るため、都道府県に設置します基金

の造成に必要な経費を交付することにより、障害者及び障害児が自立した日常生活、ま

たは社会生活を営むことのできるよう支援することを目的といたしております。 

三重県では１９億２，９００万円の基金を造成し、この基金により独自の事業と市町への

補助金の交付を行うものでございます。また事業の実施期間は平成２０年度までとなって

おり、現在、本町におきましても事業者に対する激変緩和措置といたしまして、生活介護

などの日中活動サービス事業所や旧体系の通所施設における送迎サービスを促進する

ことで、利用者にサービスを利用しやすくし、送迎サービスの利用にかかる利用者負担の

軽減を図る通所サービス利用促進事業、新法への移行等のための緊急的な経過措置と

いたしまして、グループホーム等の既存施設が新体系に移行する場合に必要となる施設

改修等にかかる経費を助成することにより、サービス基盤の整備を図る障害者自立支援

基盤整備事業などを検討中でございます。 

なお、事業実施にあたりましては、実態を把握する必要がございますので、関係施設と十

分協議をすることといたしております。 

次に視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業への対応についてでございますが、こ

の事業につきましても、障害者自立支援対策臨時特例交付金事業のうち、新法への移行

等のための緊急的な経過措置のメニューの１つでございます。地域における障害者に対



する情報バリアフリーを一層促進するため、公的機関等に情報支援機器を整備すること

で、視覚障害者等への情報支援の充実を図ることを目的といたしており、平成２０年度ま

での実施期間となっております。 

なお、整備対象品目といたしましては、点字プリンター、視覚障害者用活字文書読み上

げ装置、視覚障害者用拡大読書器等がございますので、ニーズ等を把握し、検討してま

いりたいと考えておりますので、ご理解賜わりますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますと、市町村特別対策事業の実施計画というのが、１８

年度中に県に３年分を提出するということを聞いておりますが、その辺はどうなんでしょう

か。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） この実施計画につきましては、現在、作成中でございまして、

でき次第県の方に提出することになります。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますと、実態を把握して関係機関と十分協議するというご

答弁だったんですが、その計画と実態と、その何というのでしょう、実態が上がってないの

に計画ができないというふうに思うんですが、計画はこの３月３１日までに提出をしなけれ

ばいけないということも思いますと、先ほどの答弁はどうなるのかなという気がするんで

す。 

ですから、その計画に基づいて補助金の申請をしていくという、こういう形というふうに

理解をしておるんですが、そういうことから言いますと、先ほど言われました通所の送迎サ

ービスと、あるいはグループホームの改修等の、そういったものはもうすでに把握ができ

ているんじゃないかという気がするんですが、どうなんでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） 基本的には、その計画に基づいて事業を実施していくわけ

でございますけれども、移行の方、施設等からの移行の方については、大まかは把握し

てございます。 



それと、実際にその事業を実施する場合には、やはり、こんなこと言うとおかしいか知

れませんけども、無駄なものまで買う必要がないということもございますので、必要なもの

はこう揃えていくような形で実質の整備を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますと、１９年度ですね、利用者の負担軽減というのがど

ういう形というか、どのぐらいになるのでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） この障害者自立支援の特別交付金による特別事業につき

ましては、すべてがですね国、県、市町の負担で、そのご質問にございますこの機器等の

整備につきましても、１０分の１０の負担となっておりますので、個人さんの負担軽減という

ことには関係ございませんので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） １９年度で予算対応で、利用者のさらなる負担軽減をするという

ふうに聞いておるんですが、その辺が今のご答弁ですと、利用者の負担は変わらないん

だということなんですが、ちょっとよくわからないんです。もう少し説明いただけますでしょう

か。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） 負担が変わってくるというのは、通所サービス利用促進事

業、これ市町の事業でございますけども、この事業につきましては一部変わってくると思

いますけども、そのほかについては変わりがないというふうに思います。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そうしますとですね、今、国の方で考えられている障害者自立

支援に対する特別対策は、それほど大きな効果はないという、そういう認識なんでしょう

か。 

私どもは、その辺に対して補正予算を含めて新年度予算で自立支援に対する援助をす

るんだというふうに認識をしておるんですが，どうなんでしょうか、その辺の認識をお尋ね

をしたいと思います。 



○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） この事業につきましては、関係されます団体さんとか、それ

から必要になる方のご意見をお聞きして、導入に向けて進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） それからですね、視覚障害者用の活字読み上げ装置につきま

しては、昨年、関東地区の約１８０の自治体を対象とした普及率の調査では、２３％がエス

ピーコードを利用しているという、そういうことであります。 

また、厚生労働省は情報のバリアフリー化を目的に、全国で約７，５００の医療法人な

どに対して、処方箋や医療、服薬指導などの情報をエスピーコード化するようにという事

務連絡を出したというふうに聞いております。本町でもそのエスピーコードの利用を検討

すべきではないかというふうに思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下忠君） ご指摘のエスピーコード読み上げ関係も視野に入れて、検

討してまいりたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 奈良あや子議員。 

○１２番（奈良あや子君） そんなに難しいものではなさそうですので、読み上げ機の設置

と、そのエスピーコードをさまざまな情報に添付をしていただくますと、例えば目の不自由

な方だけではなくって、高齢の方等もその装置に当てていただきますと、読み上げてくれ

るということで非常に便利ではないかというふうに思っておりますので、是非導入を考えて

いただきたいと思います。以上で終わります。 


