
○１番（上原 君代君）   おはようございます。日本共産党の上原君代でございます。

選挙後、初めての質問をさせていただきます。 

 住民の方々からのアンケートや、いろんな場所で聞かせていただいたお声をもとにした

日本共産党の公約実現のために頑張りたいと思います。胸がドキドキして上がっておりま

すし、うまく言葉に出てこないこともあるかと思いますが、これから４年間、住民の方々の

声を行政に届けたいと思います。よろしくお願いします。 

 今回の定例会では２点の一般質問を行います。 

まず１点目は、平成１９年３月定例会に出されました行財政改革推進計画実施計画の

ナンバー６５の体育施設使用料の抜本的な見直しについてです。 

これを読みますと、平成１９年度で使用料条例改正と住民への周知方針決定とあり、平

成２０年度は住民への周知と使用料改定実施とあります。 

１つ目に、この体育施設使用料について、どんな考え方で進めているのですか。２つ目

に、この計画全体の内容を示してほしい。３つ目に、住民への周知はどのように行うのか。

特に今までサッカーやグランドゴルフなど、子どもたちや高齢者が無料で使用できた多目

的グランドについての考え方をお聞きします。 

教育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   上原議員の、体育施設使用料の抜本的見直しについての

ご質問にお答えをいたします。 

１つ目の、考え方と、２つ目の、計画全体の内容につきましては、次の３点を考慮しなが

ら、改定の設定を行いたいと考えております。 

１点目は、受益者負担の原則という点でございます。 

町民の皆さんへの行政サービスは、町税をその財源の基本としておりますが、すべて

のサービスを町税により賄うことは、困難なことでございます。 

そこで、公共施設などの維持管理にかかる経費は、施設利用の対価として、利用者か

ら納めていただく使用料により、その経費の一部を補っています。利用をされる方に応分

の負担をいただくことにより、利用しない方との均衡が図られるものと考えます。 



２点目は、施設間及び町内・町外利用者とのバランスを図る、という点でございます。 

同種の施設の中で、使用料に差異があるものにつきましては是正をさせていただく。ま

た、近隣の状況を見ますと、町内・町外の利用者に対し、使用料の差異を設けている市町

がほとんどでありますが、本町の体育施設におきましては、総合体育館等一部を除き、使

用料が均一となっております。この部分を改正いたしたいと考えております。 

最後に３点目でございますが、わかりやすい料金体系となるように設定するという点で

ございます。 

現在の使用区分、使用単位は、２時間、あるいは２時間半など、あいまいでわかりにく

い、とのお声をちょうだいしておりますので、この区分を可能な限り統一し、基本的に１時

間単位の使用区分に見直したいと考えております。 

以上３点、ご説明いたしましたが、単に財政上の理由で、使用料の改定を行うものでは

なく、２０数年間の社会情勢、経済状況の変化に対応し、新しい時代に即した適正な料金

体系といたすための改正でございますので、よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

次に３つ目の、住民への周知方法についてでございますが、先ほど申し上げました考

え方と計画の概要につきましては、あらゆる機会を活用しまして、ご周知申し上げたいと

考えています。 

なお、「特に」とご指摘の、従来無料でお使いいただいておりました、陸上競技場及び城

山の多目的グランドにつきましても、他の施設と同様に、施設を使用する方と使用しない

方との均衡を図る観点から、過度の負担を強いるものではなく、あくまでも「負担の公平

性」の観点から使用料を見直すとの考えでございますので、よろしくご理解賜りますようお

願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   受益者負担とか公平性とか、いろいろあったんですけど、やは

り国からの地方分権ということで、すごくお金がなくなってきているという、交付税が年々

減ってきている、そういう全体的な中で行財政計画の推進計画が出てるということも多分

あるかと思います。でも今聞いていると、２０何年間ということも出されましたけど、職員へ

のしわ寄せとか、全体ですけど、住民へのしわ寄せって、本当に少しでも減らしていただ

きたいと思うんです。 



そして受益者負担ということですけど、それについても、さっきの説明では、いろんな機

会と言われましたけど、今回ちらっと、グランドゴルフの会長にもお聞きしましたけど、有料

になるようなことは聞いてないというようなことでした。本当に受益者負担ということであれ

ば、地域と住民というか、特に使用している団体と時間をかけてよく話し合って、納得した

上で決まっていくことが望ましいと思います。あれを読んでいたら、総合型地域スポーツク

ラブ設立準備委員会の中で話し合っているということが書かれていましたので、その話し

合いの中身も公開してほしいと思います。３つ目のサブグランドというか、多目的グランド

のことについても、すごく公平性のことが書いてあったんですけど、毎週楽しんでいるグラ

ンドゴルフの会場であります多目的グランドが、無料から有料になるということは、本当に

大変なことなんです。６０歳から入れるクラブなんですけど、今の情勢は、年金は毎年減っ

ていくし、ふえていく国民健康保険料や介護保険料とか、今度４月から実施される後期高

齢者医療制度も始まると、今まで７５歳以上で扶養家族になっていた人まで保険料を支払

うということになって、本当に負担増になります。本当に少しのことだと思う、多目的グラン

ドなんですね。さっきも、値段としてはそう考えておりませんというようなことがありましたけ

ど、それでも今聞きましても、有料ということが伺えたので、そこら辺ではどうなんですか。

よろしく。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   体育施設、文化施設の使用料の改定につきましては、私

どもの一存でやっているわけでございませんで、各種委員会なり、あるいは各種団体にも、

私どもの考え方を事前にお話をして、ご意見をいただきながら、改正に向けて事務を進め

ておるところでございます。最終的には、条例を改正しなければ料金改定はできないわけ

でございますので、当然、議会の方にお諮りをさせていただいて、その後、周知期間をと

って実施という運びになるわけでございますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

 一つは、先ほども申し上げましたように、受益者負担ということで、使われる方と使われ

ない方との均衡を図るという大きな一つの原則があるわけでございますので、私どもも大

層なお金をいただくということではなくて、あくまで適正な使用料ということで考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   今回の予算書を見させてもらっている中で気がついたんです

けど、既に予算書の歳入のところで、総合体育館・武道館使用料で、１１４万円増の４５０

万円、陸上競技場の使用料も８４万円増の１５０万円になっていたのです。使用料をまだ

改正していない、さっきも言われましたが、条例改正がなければできないのに、もう既にこ



うやって予算計上されているということは、気がつかなかったら、そのまま予算として可決

しちゃうんですよね。もうちょっと、こうやって予算計上する前に、具体的にそういう案は示

してほしいと思います。 

 近隣の市町村との比較ということで、市外の料金とか１時間単位の使用料金とか、テニ

スの面貸しでなく、個人貸しということでという話になっているということなんですけど、話し

合いをしている総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会が所属している会員たちという

か、いろんな団体がある、そういう人たちに話し合いをしている内容をどれだけ説明してい

るのか、大変疑問です。話し合いをしていることを、もっと広報やプラムチャンネルでも知

らせてほしいと思います。 

条例改正が必要なんだから、知らない間に値上げということはないにしても、こうやって

全部の６５億３，７００万円ぐらいの予算の中で、特にその中で多目的グランドの８４万円、

それだけの金額のことが何の説明もなしに、何かこっそりと忍ばせて、予算が可決して、

その次に料金が出てきたということで、本当に許しがたいことですので、もうちょっと親切

にしていただきたいと思います。 

老人の人たちが使用している多目的グランドに対しては、今、私たちが老人に対して、

さっきもいろいろ団塊の世代のことも言ってましたけど、生き返る生活ということで、健康を

保てて、医療費を使わなかったら、結局それでプラスになるわけだから、私の周りでもシニ

アサークルに入ったり、グランドゴルフをしたりして健康を維持している、そういうことを見

ていると、東員町が健康づくり計画もつくってますけど、その中で、みんなでできることとい

うことの中身に、心の健康づくりとか、趣味、交流、仲間づくりということがすごく大きな比

重を占めているんです。趣味、スポーツ、社会参加をして健康を保ち、医療費を減らして

いく。それが本当に望ましい姿だと思いますので、外へ出る機会を少なくするようなことは、

少しでもしてほしくないと思います。さっき値段としては、多目的グランドの方は少しですが

ということも言われましたけど、少しの使用料をいただいたばかりに、不健康になって、医

療費がふえても困りますので、体育施設全体で、どうしても考えなければならない場合は、

十分な話し合いがなされて、それがみんなの中へも伝わって、そして両者が納得できる形

にしてほしいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   使用料が、平成２０年度の予算書の中に既に増額をして見

込んでおるというご指摘でございますけれど、予算書の中の歳入につきましては、昨年度

実績で上げておるわけでございますので、値上げしたから上げておるというわけではござ



いません。昨年実績をベースにして上げさせていただいておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 私どもが申し上げているのは、適正な料金体制にさせていただきたいと。例えば１時間

使用していただいて５０円とか１００円とか、そういう使用料のところもあるわけですので、

実際にこれから各種団体の方とご相談をさせていただきながら、皆さんのご理解を得るよ

うな形の使用料金体制に整えていきたいと、こんなふうに考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   予算案のことでは、実績ということでしたので、それは了解い

たしました。 

 もう一つの、少額ということで、５０円とか１００円だからということで言われたんですけど、

毎週のことです。しかも老人にとって毎週それがあって、月に４～５回はあって、それが会

費にも影響されてきますので、そこら辺はよろしくお願いいたします。 

 では、次の学童保育についてお伺いします。 

 学童保育所は、それぞれの学童保育所の父母会が保護者から保育料をもらって、国、

県、町から出ている補助金によって運営されています。予算案では委託料となっています

が、補助金との違いを町としてどう考えているのか、お聞きします。 

 ２つ目は、平成１８年１２月定例会の大崎議員の学童保育所についての一般質問に対し

て、答弁では、アンケート実施後の集計を踏まえて、三和、稲部地区での設置を言われて

いますので、その後の経過をお聞きします。 

 ３つ目は、少子化対策の中で学童保育所が位置づけられていて、平成１９年度より、平

成２０年度の学童保育所の子どもたちの人数はふえています。財政的にもう少しどうにか

ならないのですか。この件では、通告では、昨年と変わらない委託料と書きましたけど、少

しふえていましたので、これは訂正します。 

 ４つ目は、平成１８年３月定例会での大崎議員の一般質問への答弁の中で、学童保育

の条例化などを視野に入れながらと言われました。その後の経過をお聞きします。 

 町長に答弁を願います。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   上原議員からの、学童保育所についてのご質問に、お答え申し

上げます。 

 第１点目の、予算書によります委託料と補助金との違いについてのご質問でございます

けども、地方自治法施行規則第１５条におきまして、節の区分として、委託料、補助金が

掲げられております。委託料は事業主体が本町、東員町でありますし、補助金は交付先

が事業主体となります。要するに、事業を行うところによって、委託と補助金の違いがある

ということでございます。東員町放課後児童健全育成事業実施要綱、本町例規集２冊目

の５９１４ページに掲載しておりますが、同要綱第５条におきまして、運営は児童クラブに

委託することとされております。ということで、現在の学童保育所は委託ということになって

おります。 

 次に第２点目の、三和、稲部地区の学童保育所設置アンケート調査結果により、その後

の経過についてのご質問でございますが、平成１８年１１月に、それぞれの小学校におき

まして、学童保育所入所希望者について、アンケート調査をさせていただきました。三和

地区２２名、稲部地区１５名で学童保育所への入所希望者があり、保護者に対しまして、

平成１９年２月１６日に、学童保育所の設置について説明会を開催させていただきまし

た。 

その時の参加でございますけど、残念ながら参加者は９名でしたが、他の学童保育所

の運営状況、規約等も詳しくご説明申し上げました。 

保護者からの主なご意見は、希望する保護者による実施運営は困難であり、公設公営

を希望され、また、保育時間を短時間で、例えば夕方５時までの保育を希望される方や、

現在文部科学省で検討がなされております、小学校の空き教室や地域公民館等を利用し

た保育料が無料の「放課後子ども教室」での運営を希望されております。 

第３点目の委託料でございますけど、開設日数、年間平均児童数、障がい児の受け入

れ等により基準額がございまして、３分の２を県補助金として受けております。 

本町におきましては、さらなる財政措置として、県基準額の３分の１を上乗せしておりま

す。具体的に申し上げますと、神田学童保育所におきましては、２８名の児童で、基準額

が２２９万９，０００円でございますけども、本町の委託料は３０８万２，１３４円を、また学童

クラブバンブーキッズは４３名の児童で、基準額は３０９万５，０００円でございますが、委

託料は４１４万３，４６７円を、城山留守家庭会は２４名の児童で、基準額２１３万２，０００

円でございますが、委託料は２８５万９，４６７円としております。 



 次に、第４点目の学童保育条例化などを視野に入れながらについてのご質問でござい

ますが、毎年、年度当初に、保護者会の代表者の皆様と会議を持たせていただきまして、

保育料、長期休暇による一時預かりのお願い等を協議し、各保育所間の統一をお願いし

てまいりました。今後も条例化について、保護者会のご意見をお聞きし、検討したいと考

えておりますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 私の思う補助金という言葉、いろいろさっき条例からも言われましたので、それはそれで

わかりました。だけど補助金という言葉としては、スポーツ少年団とか老人会、各自治会、

体育協会、そういういろんな団体がそれぞれ好きなことをやって、そして会費で運営してい

るんだけど、東員町の住民が参加して、町にとってもいいことだから、補助金を出すことで

各団体が元気に活動できる、だから補助金を出している。それに対して委託料というのは、

細かい取り決めをやって契約を交わします。条例でそうなってますよね。でも、その内容な

んですけど、町が民間のいろんな事業所と事業の委託をする場合、契約委託しますけど、

予算書を見ましても、いっぱいそういう委託事業があるんですけど、事業所と委託契約を

する場合、その内容は委託料で事業全体が、人件費とかいろんなものが成り立つように

なっているんですよね。でも、学童保育所の場合の委託料というのは、さっき話にもありま

したけど、国が出しているのは補助金なんですけど、その国の言う補助金と県から来るも

ので、町の場合はそれを委託料と言っているんですけど、普通の保育料、高くない、まあ

まあの保育料で学童保育所の事業全体が成り立つ額ではないんですよね。だから私とし

ては、えっ、なぜこれが委託なのかなということでお聞きしました。 

 ２つ目では、稲部地区と三和地区の、既にもう話し合いがなされているということで、私

はちょうどそこに参加した人たちと話がなかったもので、知りませんでしたので、今、聞き

ました。そういうところでなんですけど、公営なら、そして、ただならいいけど、今、父母会

で運営するのには、という意見が出ましたよね。今の話を聞きまして。だけど客観的に見

た場合、今度、調査をして、実情を調べたんですけど、長時間保育を受けている子が、来

年度に１年生になる子どもたちが、稲部が８人、三和が１０人でした。そして現在、稲部学

区の小学生の子どもが、神田の学童保育所にも１人行っていました。また学童保育所と

いうのは１年生だけではないですので、アンケートにありましたけど、アンケートの答は、

三和で２０何人、稲部ではちょっと少なかったですけど。でも学童保育所は１年生だけじゃ

なくて、２年生とか３年生とかもいるわけです。この時代、物騒だからか、バンブーキッズ

などは、４年生や５年生の子も結構おります。稲部や三和両地区で学童保育所を設置す

るのに、私は十分該当する人数だと思うんです。そら、運動としてはありませんけど、そこ



ら辺では今までのバンブーキッズでも、本当に運動の困難なときは、なかなか来る子は少

なかったです。でもそういう中で、父母会が一生懸命努力をして、町に補助をもらって、こ

うやってなってきた中では、今本当にふえているんですね。 

そこら辺は希望する方も一生懸命運動してまではできないけど、だけどやはり希望とし

てはありまして、私自身も自分が仕事をしている時、本当に難儀をしました。あの時代は５

歳から全員幼稚園でしたので、５歳からかぎっ子ということで、親子で泣いたこともあるん

ですけど、なかなか仕事の都合上、運動ということにはなりませんでした。今の、そういう

希望する人たちも、あれば、喜んで多分預けると思いますけど、なかなか運動というと。だ

からそこで被害を被っているのは子どもだと思います。気持ちはあっても、よう預けやんで、

やはり子どもは寂しい生活をしているのかな。そしておじいちゃん、おばあちゃんがいるか

らということで、多分、三和・稲部地域はそれもあるかと思いますけど、でもおじいちゃん、

おばあちゃんは、うちにいて留守番役はしてくれるけど、一緒に遊んでくれるようなことは

ないんです。やはり学童保育所は、指導員の方々とまず宿題をやって、そしてそれが終わ

ったらおやつを食べ、あと園庭とか、部屋の中でもいろんな活動をして、保育園生活と同

じような、学校とは違った、おじいちゃんとおばあちゃんがおって、自分で勝手に遊びにい

くのではなくて、本当に家庭生活の延長と同じような生活で楽しんでいるわけです。そこら

辺を、運動がないからとか、説明会に来た人の意見なんかで、つくらないということは、や

はり私としては本当の住民の意見は反映していないと思いますので、そこら辺、本当によ

ろしくお願いしたいんです。建物が用意されて、ちゃんとやったら、希望者は絶対今までの

例を見てもあると思いますので、そこら辺、町としてどう考えるのかなと思います。 

 ３つ目では、１９９７年度の児童法改正によって法制化以来、国としても少子化対策とか

仕事と子育ての両立支援、次世代育成支援などの重要な施策として、学童保育所が位置

づけられているんです。国の予算編成に当たって、２００７年度は４６億円増の１５８億円、

２００８年度は２９億円増の１８７億円の補助金が出てるんですけど、そういう状況の中で

東員町は、さっき言われましたけど、国が３分の１、県が３分の１、本来なら町も３分の１で

いいところ、３分の２を出していただいた。本当にそれはありがたいと思っております。 

だけど、設備の増設とか改善費も出していただいているのですけど、相変わらず保育

料が下がってないのです。１年生が月額１万４，０００円、２年生が１万２，０００円、３年生

が１万１，０００円となっています。保育料は、土曜日は別枠なんですよ。 

町からは３分の１、国の言う額より多く出してもらっているんですけど、えって、保育料の

下がらない原因をよく聞いてみました。そうしたら、やはり委託料とはいっても、普通の保

育料ぐらいで事業が成り立つのではなくて、父母から保育料をもらって共同運営している

ところに補助金をもらっているという感じなんですよね。だから指導員の給料分でも、委託



料が足りないのです。指導員を雇って、そのお金の全額ぐらい出ていれば、あといろんな

維持をするのに保育料で充てるということはあるんですけど、指導員のお金よりずっと少

ない委託料なんです。まだ指導員の給料も保育料から出している状況です。そして、その

指導員の待遇も決してよいとは言えません。夕方６時半までの勤務で、夕食をつくる時間、

女性として一番出にくい時間帯を含んでます。ボランティア精神のある方しかやっていた

だけないような状況です。 

指導員の待遇改善が、父母会としては一番の課題のようなんです。ほかに施設の増設

とか、大きな修繕費は町から出していただいているんですけど、教室がふえれば備品、そ

して小さい修繕費、これはみんな父母会が出していくから、保育料の値下げには、せっか

く東員町が３分の１、余分に出してもらったお金なんですけど、現状が委託料じゃなくて、

補助金なんですよね。だから保育料の値下げには、まだつながらない状況です。だから今

度、平成２０年度の保育料は、この前、説明会で見た限りでは、昨年と一緒の１年生、１万

４，０００円、２年生が１万２，０００円というような、去年と同じようです。 

そんな状況の中で、今年度は３カ所の学童保育所で、平成１９年度は約９０人だったん

です。さっき町長も言われましたけど、バンブーキッズや委託料を出した関係で、９０人ち

ょっとなんですよね。そしたら来年度はそれが１１０人いるんです。バンブーキッズ５３人、

地球クラブ２４人、神田が３４人です。指導員の増員が必要になると思うんですけど、予算

は４６万８，０００円かな、約４７万円ふえております。でもやはり備品とか指導員の待遇改

善をして、お金を回す、そして指導員をふやしたい。とても保育料の値下げにはつながり

ません。ちょっとでも保育料を値下げしてもらおうと思うと、財政的な手当が欲しいと思うん

です。どうですか。いかがですか。よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせてもらいます。 

 基本的に国の基準というんですか、国の基準よりか、なおかつ３分の１を上乗せさせて

いただいておるのが東員町の現状なんですね。それ以上もっと出せということだと思うん

ですけど、突き詰めていきますと、指導員の給与、現実、これが大半を占めていくと思うん

です。その辺が非常に難しいんですけど、将来は、お互いに地域の子どもたちは地域で

守ってあげると。 

学童保育所でそれをやれというのは、私はそこまではよう言いませんけど、稲部は今で

きてないんですね。先ほど１５名と言いましたけど、基本的には学童保育所の場合は、最

低でも２０名ぐらいみえないと、非常に運営が厳しい。先ほど言われた、指導員のお給料



すら払えないということから、２０名ぐらいは子どもを預からないと運営がなかなか成り立

たないということで、三和と稲部、特に指導員がみえない。 

上原議員も園長でしたので、稲部で立ち上げていただいたらどうですか。指導員をちゃ

んと。施設は東員町でさせていただきます。当然、神田も三和も、笹尾の方も前、行政で

やってきましたので、稲部と三和で立ち上げていただきましたら、施設は町でつくらせても

らいますと。だから指導員の確保をしていただいて、立ち上げてくださいということを、お願

いしてきているのです。だから稲部地区１５名ですけど、ボランティア精神で立ち上げてい

ただければ、十分運営はしていただけると思います。施設は、町の方できちっとつくらせて

もらいます。 

その辺は、今、厚生労働省は家族で預かる、最高３名だと思います。保育士とか経験

者、それから子育ての済んだお母さん方でも研修を受けていただいて、認可をとられた場

合の方については、自分ところの家庭で預かる制度を厚生労働省はつくろうとしています。

もうつくっておると思いますので、保育士の免許をとっていただいている方は、すぐに認可

になると思います。しかしそれは家族で預かりますので、あくまで３名までだそうです。そし

て給料もちゃんとつけるというような制度でございますので、地域で自分たちの子どもたち

は自分たちで守っていこうというのが、もともとの考え方でございますので、その３名という

のは、保育園ともかねあっておるかもわかりません。保育園のかわり。東員町の場合は、

保育園に、全部、希望の方は預かってますけど、入れない市町村もあるんですね。施設

がないということで、待機の児童というのが。 

その辺ともチャンポンになっておるかもわかりませんけど、地域でみんなで守ろうという

動きは流れでございますので、これからも一生懸命、町もさせてもらいますけど、なかなか

１万数千円の保育料をもっと下げて、もっと補助金を出せということになってまいりますと、

非常に厳しい面もございます。その辺も、もっともっと議論はさせてもらいますので、皆さ

んの力もかしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 さっき、条例化の件ではよう言わなかったので、条例化の件では、父母会と、毎年統一

してきたという経過も聞きました。だから、そのまま話し合いは続けていってほしいと思い

ますけど、平成１９年１０月１９日に厚生労働省が策定したガイドラインというものがありま

すので、こういうのも参考にしながら、父母会とも話し合いを続けていってほしいと思いま

す。 



財政的な面では、いろいろ今言われました。そういうことはわかりながら、ちょっと言わ

せていただきたいのですけど、今でも、ひとり親家庭と、兄弟で学童保育所に通っている

場合は、３，０００円の割引になっております。やはりそこら辺でも、なおかつ言いたいんで

すけど、母親、ひとり親家庭なんかでも、母親の仕事が派遣とかパートで月１５万円から１

７万円もらって、そして保険料を引いた手取りというのは１２万円から１４万円なんですね。

ここから学童保育料、兄弟で行っていると２万円以上出しますと、本当に大変です。朝７時

半から夕方６時過ぎまで働いて、子どもを迎えにいくわけです。そして今、少子化という中

で、一生懸命子育てをしているわけなんです。 

東員町は定住促進事業とか育児応援費とか、独自事業とともに、本当に乳幼児医療の

無料化でも頑張ってもらって、県内で今２番目です。若い人たちが定住していただけるよう

な施策づくりということでやっております。東員町が少子化対策でまちづくりをして、人口を

ふやそうという、そういう努力をしている中ですので、そんな人たちがローンを抱えて共働

きをしたり、ひとり親家庭が一生懸命子育てをしたりしながらのところ、財政的なことも今

聞きましたけど、積極的な支援を強く求めて質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 


