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医療費助成制度を高校卒
業まで拡大する考えはあり
ませんか。
町長
中学校卒業までの拡充に
よる子ども医療費の支給実
績は、大きな財政負担となっ
ている。
今後、慎重に見極めるとと
もに、近隣市町と歩調を合わ
せる事も必要であり、現時点
での高校卒業までの拡大は
考えていない。
久保田かずえ町議
厚生労働省の調査による
と、高校卒業まで助成する自
治体は３割を占めて、拡大す
る自治体が増えています。

親にとって教育費はすご
く負担になると思います。
１８歳の高校卒業までは
子どもの期 間だと 思 います。
拡大する考えはありません
か。

久保田かずえ町議

県下の状況と、義務教育機
関と言う事。子育て支援につ
いては今後力を入れていか
なければならない。
財政負担を十分考えなが
ら対応していく。

町長

中学校卒業までとした根
拠は、財政が厳しいだけでし
ょうか。

久保田かずえ町議

全国的に見れば、まだまだ
３割だと認識している。財政
状況をしっかり把握しなが
らどこまで対応できるか今
後研究していきたい。

町長

日本共産党川棚支部の見解を紹介します。

２０１８年９月議会において、日本共産党久保田かずえ町
議は、医療費助成制度、通学路そばの民有地の管理、東白石
に流れる後田川の整備について一般質問をおこないました。
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医療費助成は高校卒業まで
お金の心配なく医療が受けられる制度を
久保田かずえ町議
本町では、乳幼児医療費助
成制度に加えて、平成２８年
４月から子ども医療費助成
制度が始まり、中学校卒業ま
での子どもに拡充されまし
た。
しかし、全国的には高校卒
業まで拡大している自治体
も増えています。また、乳幼
児の医療費が現物給付に対
して、子ども医療費助成は償
還払いのままです。

久保田かずえ町議

今後、そういったことは必
要と認識しているので、県内
の状況等、そしてこれからの
財政状況を考えながら進め
ていく

町長

久保田かずえ町議

庁舎建設と子どもの命を
比べられるのは心外です。健
康な子どもたちを育てる意
味でも基本になるべきもの
と思います。

久保田かずえ町議

子育て支援については、今
後拡充していかなければな
らないと考えている。
庁舎建設を控えており、経
常経費を増やしていくと将
来大変なことになる。

町長

償還払いが現物給付にな
っただけで受診者が増える
わけはありません。また、現
物給付になったからと言っ
て、忙しい お母さ ん たちが、
必要のない医療を受けに行
くとは考えられません。
償還払いの手続きが大変
だから申請しなかったので
あってこれが正常な形だと
思います。
子どもの貧困率はまだま
だ改善されていません。現物
給付に向けて努力する考え
はありませんか。
久保田かずえ町議

次に償還払いの現物給付
化について尋ねます。
子どもたちの場合の窓口
負担は三割です。証書だけを
持って行けば心配なく掛か
れる制度にすべきと思いま
す。
平成２３年度に現物給付
になった時に医療費が増え
ていますが、これは何を意味
すると思われますか。
町長

受診者が増えたことによ
り医療費が増えたものと思
う。

子ども達に
安全安心な通学路を
久保田かずえ町議
子どもたちが安全で安心
して通えるべき通学路が、民
有地からはみ出した雑草等
で通学の妨げとなっていま
す。
子どもたちが快適に学校
に通えるように、民有地に対
する管理・指導に取り組む考
えはありませんか。
教育長
川棚町通学路交通安全プ
ログラムを平成２７年８月
に策定し、基本的に２年に一
回合同点検 を実施 し ている。
平成３０年度中に２回目を
実施する予定である。その結
果が出次第 、対策 を 協議し、
具体的な対応を行う事にな
ると考えている。
しかし、民有地を行政が管
理することは難しいので適
正な管理についてはお願い
をしていく必要がある。
久保田かずえ町議
子どもたちの通学路を歩
いて見られましたでしょう
か。

教育長
通学路を実際に歩いては
いないが、立哨活動等の折に
は近隣の通学路は自分の目
で確認している。
久保田かずえ町議
川棚高校周辺は、小中学生
と高校生が利用し、さらに自
転車を利用する生徒もいま
す。瀬道線の歩道には民有地
から雑草が はみ出 し てきて、
春と秋の一斉清掃が待てな
いくらい伸び放題に伸びて
います。雑草が道路側にはみ
出した分、子どもたちは歩道
からはみ出してしまい危険
です。
２年に一回ではなく、子ど
もたちの命を守るために期
間を短くして随時点検して
いただけないでしょうか。
元気いっぱいで登校する子ども達

教育長
教育委員会としても、各小
中学校のＰＴＡ組織を活か
して対策 を 練 っ て い き た い 。
久保田かずえ町議
子どもたちが快適に学校
に通えるように、点検して改
善していただきたい。

早急な河川整備で防災を
久保田かずえ町議
七月五日から八日にかけ
て降り続いた西日本豪雨で
は、本町でも町内全域に避難
勧告が発令され、七〇人以上
の方たちが 避難さ れ ました。
農地や農業施設、林道等にも
大きな被害が出ました。
当日、後田川は雨量のピー
ク時にはあふれる寸前まで
水嵩が増え、満潮と重なれば
氾濫する可能性もありまし
た。付近に は、住 宅 、水田、
アスパラガスのハウス等も
あり氾濫すれば、大きな被害
が考えられます。また、川に
隣接する道路を利用する人
や車も多く、危険です。災害
になる前 に 、 川 の 中 の 雑 草 、

町長
同様の要望書が東白石地
区から出されており、近年で
は平成二九年七月に一部竹
木の伐採を行った。地元から
はその後も、引き続き整備を
していただくよう要望書が
出ている。
現地を調査したところ尾
山橋から上流側において一
部河川の流水を阻害してい
る個所があるので雑木等の
伐採を実施して、河川の流水
の機能を 確 保 し て い き た い 。
後田川はホタルの生息地
でもあるので、ホタルの生息

現在、河川管理の予算の中
では委託料が計上されてい
ないので、予算の範囲内で他
の費目から流用してでも早
急に対応していきたい。今後、
財政とも協議しながら進め
ていきたい。

建設課長

今の状況ではまたいつど
のような雨の降り方をする
か分かりませんので早い時
期に実施してもらいたいと
思います。

久保田かずえ町議

に大きな支障のないように
配慮しながら対応していき
たい。

安倍首相は、来年１０月から消費税を１
０％に増税すると言っています。今でさ
え、深刻な消費不況が続き、「賃金が減っ
ている」「年金が減ったのに、医療も介護
も負担が重すぎる」など、国民からは悲
鳴が上がっています。
所得の少ない人ほど負担が重い消費
税増税ではなく、巨額の富を蓄えている
大富豪や大企業に応分の負担を求める
税制に見直すべきではないでしょうか。
どうぞ、消費税 10％増税の中止を求め
る請願署名にご協力を
お願いします。
署名用紙が必要な方
は、久保田かずえ議員へ
お問い合わせください。

雑木の整備をする考えはあ
りませんか。

消費税増税やめさせよう！

