補助されると理解している。
久保田議員
現在本町 の三 つの学 童保育に
は生活保護世帯 対象の 受け入れ
はありません。
母子、父 子家 庭の学 童に対す
る補助があるよ うに、 生活保護
世帯、準要保護 世帯の 児童に対
する助成をする 考えは ありませ
んか。
町長
生活保護 世及 び準要 保護世帯
に対する支援に ついて は、生活
保護制度の基準 で選定 する生活
費に学童保育の 保育料 を加え、
これに対して当 該世帯 の収入が
どのような水準 である かを考慮
して、支援の必 要性を 判断する
事になるのでは ないか と考えま
すので、県内の他市町では事例

はありませんが 、今後 研究をし
ていきたい。
久保田町議
子ども、子育て支援事業では、
住民のニーズを 市町村 の事業計
画に反映させる ととも に、住民
にとって必要な 量の確 保と質の
改善を図ると書 いてあ るので、
お母さんたちの 声を聞 いて下さ
い。
放課後児 童健 全育成 事業の対
象として、保護 者の就 労だけで
はなく、保護者 の疾病 や介護な
ども該当する事 を関係 者に周知
するとあります。
対応をし ても らいた いと思い
ます。
町長
今後、調 査し て検討 していき
たい。

県内で高 い水 準にあ るという
事ですが、全国 で見れ ば１．５
倍のところもあ るし、 町独自で
努力しているところもありま
す。
入学前に用意する新入学児
童・生徒学用品費があります。
本町の支 給は ６月頃 であり生
活に困っている 家庭に 一刻も早
い支給と、困窮 世帯へ の貸付制
度を設置する考 えはあ りません
か。
２０１５ 年８ 月２４ 日、文部
科学省から要保 護児童 生徒援助
補助費の事務処 理につ いての通
知が来ていると思います。
この中では、子どもの将来が

久保田町議

こういっ た状 況の中 で生活保
護基準の１．３ 倍とい うのは県
下でも最高水準 であり 、支給内
容を拡大するよ りも、 現状を維
持する事が大事である。

就学援助制度の改善を
入学前までに入学準備費の支給を
子どもたちの貧困対策に関す
る大綱が２０１６年８月に閣議
決定されました。
子どもたちの未来が生まれた
環境によって左右される事のな
いよう、貧困の状況にある子ど
もたちがその中から抜け出せる
ような政策をとるべきと、久保
久問
保し
田ま
町し
議た。
田かずえ町議は質

教育長
準要保護については国の援助
が廃止されている。また、市町
村への地方交付税措置となって
国庫補助対象事業から除外され

最後の被爆 者に」
と、核兵器 廃絶の
署名を世界 に向け
て取り組ん でいま
す。
この署名 は、 被爆者 団体や市
民団体、宗教団 体など 世界中で
取り組まれています。
皆様にも 、署 名への 協力をお
願いします。
署名用紙 をご 希望の 方は、久

財政が厳しい。

ヒバクシャが呼びかけた
「核兵器廃絶国際署名」に
ご協力をお願いします

久保田町議
就学援助制度の改善について
尋ねます。
日本の教育費の公的支出は先
進国の中で５年連続最下位で
す。
子どもの貧困率は１６．３％、
６人に１人に達しています。
現在、本町では国の基準で認
められているクラブ活動費、生
徒会費、
会費が認められ
ていません。
３つの項目を加える考えはあ
りませんか。

今から７ １年 前の８ 月６日、
９日に広島・長 崎に世 界で初め
て原爆が投下さ れ、何 の罪もな
い多くの市民が 、人間 らしく死
ぬ事も許されず 木の葉 のように
焼かれてしまいました。
生き残っ た方 たちも 今なお苦

保田町議または 、最寄 りの共産
党員までご連絡ください。

ており、町単独で出すとなると

しみながら生きておられます。
被爆者の方たちは「私たちを
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生まれ育った環 境によ って左右
される事のない よう、 貧困の状
況にある子ども が健や かに育成
される環境を整備するととも
に、教育の機会均等を図るため、
子どもの貧困対 策を総 合的に推
進することを目 的に、 子どもの
貧困対策の推進 に関す る法律が
できました。
その中に 、保 護者へ の支給は
年度の当初から 開始し 、各費目
について児童生 徒が援 助を必要
とする時期に、 すみや かに支給
する事ができる よう十 分配慮す
る事とあります 。確認 されてい
ますか。

教育長
要保護児 童に 対して は生活保
護の中で出している。

久保田町議
貸付制度 をや ってい るところ
がありますがご存知でしょう
か。
制服がそ ろわ なかっ たという
事で不登校の始 まりや 引き金に
なったという事 も聞き ます。貸
付制度を実行す る考え はありま
せんか。

教育長
県下の市 町村 ではな いと理解
している。

貸付制度 その ものが 教育委員
会になじまないと考える。

