久保田かずえ

日本共産党川棚支部
町議会議員
電話（８３）２３９８

ざるを得なくな り生活 保護世帯
になった場合、 車を手 放さなく
てはならず、仕 事への 復帰が難
しくなります。
健康を取 り戻 し働く 意欲のあ
る方に対して町 の仕事 を斡旋す
る考えはありませんか。

護師の資格や保 育士の 資格を採
るための補助が ありま すが、年
齢を重ねた方た ちには 仕事を求
める機会から見 放され た状態に
あります。
復帰でき る手 立てを とる考え
はありませんか。
町長
生活困窮 者に ついて は国の施
策で事業が取り 組まれ ており、
町独自で取り組 むこと は財源的
にもできない。
久保田町議
健康保持 や生 活環境 の整理が

久保田町議
仕事に復 帰で きない ことで引
きこもりがちに なられ る方がお
られます。憲法 ２７条 に全ての

じたきめ細かな 支援が できるよ
うになっている。

町長
福祉事務 所の ケース ワーカー
が各生活保護世 帯の担 当となっ
ており、問題が あれば 関係機関
との連携により 、相談 内容に応

できない状況に ある世 帯に対し
て、きめ細かな 手立て をとる考
えはありませんか。

国民は勤労の権 利を有 し、義務
を負うとあるように国民には働

町長
臨時職員 の採 用につ いては採
用希望者があら かじめ 履歴書を
添えて登録を行 い、採 用希望者
の中から臨時業 務を処 理するた
めに必要に応じて採用してい
る。斡旋する考えはない

く権利があります。
母子、父 子家 庭に対 しては看

日本共産党川棚支部の見解を紹介します。

２０１ ６年 １２月 議会 におい て日 本共産 党の 久保田 かず え町
議は、生 活困 窮世帯 へ の支援、 くじ ゃく園 の トイレの 改修 、お
たふく風邪の予防接種について一般質問を行いました。
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生活困窮世帯によりそった
きめ細やかであたたかい支援を
久保田町議
生活保護は、誰もが生活に困
った時に利用できる制度です。
生活保護の目的は日本国憲法
第２５条に規定する理念に基づ
き、国が生活に困窮する全ての
国民に対してその困窮の程度に
応じて必要な保護を行い、その
最低限度の生活を保護するとと
もに、その自立を助長するとさ
れています。町として更なる支
援の充実のために、次の点につ
いて町長の考えを尋ねます。
病気やけがにより仕事を辞め

久保田かずえ町議

久保田町議
ケースワ ーカ ーの方 も川棚町
で５０人前後の 方たち を担当さ
れています。
町も人材不足とは思います
が、健康的な生 活をさ れている
かどうか一声か ける程 度の事は
できませんか

町長
ケースワ ーカ ーなど との連携
を十分図って、対応している。

久保田町議
身内もい ない 、身よ りもいな
い、保証人がい なけれ ば町営住
宅にも入れません。
住宅扶助 費は 必ず入 るわけだ
からどうにか手 立ては ありませ
んか。
町がなれ なく ても保 証人制度
があれば町にし か頼る ことので
きない方たちの ために 紹介して
ほしい。

町長
家賃債務 保証 制度と いうもの
があって、一般 財団法 人、高齢
者住宅財団が実 施して います。
生活保護受給者 の方に ついても
この財団が保障 してく れるそう
です。

久保田町議
１８歳以 下の 子ども がいる生
活困窮世帯が水 道代を 滞納し、
給水が停止され た場合 、子ども
の健康のために 給水す る考えは
ありませんか。

町長
一時的に やむ を得な い事情に
より滞納となっ た場合 、当該滞
納を解消するた めの納 付計画が
示され、実行し ていた だく意思
が確認できれば 、１８ 歳以下の
子どもがいる、 いない に関らず

久保田町議
生活保護 世帯 が転居 を希望し
た場合、保証人 探しが 困難な場
合があります。
町が保証 人に なる考 えはあり
ませんか。

町長
町が生活 保護 受給者 の居住に
係る賃貸者契約 におい て、保証
人となり債務を 保障す ることは
慎重な検討が必 要であ り、難し

給水を拒否することはない。

ウラへ続く

いと考えている 。した がって、

町が保証人になる考えはない。

