インフルエンザ予防接種

日本共産党川棚支部

りました。
現在、本 町で は中学 生は補助
の対象になって おらず 、保護者
にとっては大き な負担 となって
います。対象年 齢を中 学生まで
拡大する考えはありませんか。

補助額の設定や 、接種 率にかか
る財源の問題もあるが、子育て

日 本共産 党川棚
支部の見解を紹 介
します。

町長
町長
本町のイ ンフ ルエン ザ予防接
これを実 施す るため には、予
種にかかる補助 の内容 は、６５
歳以上の人に対 しては 、公費２ 算措置が必要で あり、 年度の途
５００円、自己負担１６００円、 中と言うのはな かなかできづら
小学生以下につ いては公費２６ い。
今、
「まち・ひと・しごと創生」
００円、自己負 担１５ ００円と
なっており、接 種費用 の５００ という言う事で 、根本 的に川棚
円増額された分 につい ては、本 町の目玉として は、子 育て支援
町は公費負担を 増額し 、接種者 に特化して事業 に取り 組んでい
負担が増えない ように 配慮して こうと考えてお り、そ の中でこ
のことについて も充実 していき
いる。
補助対象 の拡 大につ いては、 たいと考えています。
できれば 、新 年度予 算で提案
して、決定をいただきたい。

久保田町議
中学生は 大人 と一緒 で一回の
接種で済みます。
中学校の 生徒 数で計 算しても
１００万円以内で収まります。
子どもた ちが 健やか に育つよ
うに、また受験 を安心 して受け
られるように体 制を早 く作って
いただきたいと思います。

支援、医療費の 縮減も 視野に入
れ、現在検討している。

町議会議員 久保田かずえ
電話（８３）２３９８

常勤職員の労働条件改善について一般質問をおこないました。

ルエンザ予防接種の補助対象の拡大、骨髄移植ドナーへの支援、町非

日 本共 産党の 久保田 かず え町 議は２ ０１５ 年１ ２月 議会で イン フ
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補助対象は中学生まで拡大を
久保田かずえ町議
インフルエンザの流行を前
に、今シーズン の接種 料金が、
昨シーズンより 大幅に 値上げさ
れました。
インフル エン ザワク チンは完
全に感染を阻止 する効 果はあり
ませんが、予防 や重症 化防止に
一定の効果があ るとさ れていま
す。
昨年の３ 価ワ クチン から４価
ワクチンに変更 したこ とにより
防御範囲が広く なりま したが、
製造価格が上が り前年 度より５
００円値上げの４１００円とな

久保田かずえ町議

骨髄移植ドナー支援の
助成制度を

業で払われるよ うにな っている
ところは当てはまりません」と

久保田町議
大村市で は、 入院に 要した日
数に対しては、 １日２ 万円、通
算７日を上限に助成しており、
「ドナー休暇を 設置し ている企

町長
通院、入 院費 用など にかかる
費用は、骨髄バ ンクＱ ＆Ａによ
りますと「ドナ ーの方 の入院費
は患者さんの保 険で支 払われま
す」と書かれて おり、 ドナーの
方に負担はかか らない と理解し
ている。
したがっ て、 助成制 度を設け
る考えはない。

そして、 骨髄 や、末 梢血管細
胞の提供には、 ４泊５ 日、５泊
７日等の入院が必要になりま
す。
提供のた めの 通院、 入院等に
助成する考えはありませんか。

久保田かずえ町議
白血病を はじ めとす る血液疾
患などのため、 移植を 必要とす
る全ての患者さ んがチ ャンスを
得るためにはド ナー登 録への協
力が必要です。

久保田かずえ町議

子どもの医療費
中学校卒業まで助成広がる

これまで 、子 どもの 医療費は
小学校入学前ま ででし たが、今
年４月より中学 校卒業 まで拡大
されました。
現物給付 では なく、 いったん
医療機関の窓口 で保護 者が支払
い、手続きをし て払い 戻される
という「償還払」方式です。
保護者の みな さんが 待ち望ん
でいたことが実現しました。
「助かります。うれしいです」
と、お母さんた ちから 喜びの声
が寄せられています。

なっています。
毎年２千 人程 の患者 さんが発
生する状況の中 で是非 新しい取
り組みをしてい ただき たいと思
います。
町長
今後、他 市町 の状況 を調査し
て、対応してい きたい と考えて

いる。
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