日本共産党川棚支部
日 本共産 党川棚
支部の見解を紹 介
します。

長崎の野党共同候補に西岡秀子さん

町長
この制度 の目 的は、 高齢者を
介護している家 族の身 体的、精
神的、経済的負 担の軽 減を図る
ことを目的としている。
新たに介 護認 定者本 人を対象
とするとした場 合、申 請方法や
予算措置を含め 、新た な制度の
構築が必要であると考える。
現時点で は、 独居世帯本人ま 町長
医療機関 に入 院した 場合は対
で支給範囲を拡 大する 考えはな
象とならない。
い。
県内１７ 市町 のうち ９市町が
久保田町議
すでに家族以外 、いわ ゆる本人
安倍首相 は「 介護離 職をなく だと思いますが 、何ら かの支給
す」と言ってい ますが 、一緒に をしている。こ れらの 市町の制
暮らす家族がい なけれ ば支給対 度を参考にして 、今後 、支給範
象にならないと いうの は、今の 囲や要件等、制 度の見 直しにつ
介護の状態から ずれて いるので いて調査研究をしたい。
はありませんか。
新たな制度が必 要であ れば、作 久保田町議
医療機関 に入 院され た場合に
るように検討す る考え はありま
せんか。また、 介護を 受けてい はこの制度から 外され ます。し
る方が、医療機 関に入 院した場 かし、認定度が 本人か ら外れな
いのであれば、本人が入院して
合はどうなりますか。

独居世帯本人に 拡大す る考えは
ありませんか。

町議会議員 久保田かずえ
電話（８３）２３９８

２０１６年３月議会において久保田かずえ町議は、包括支援事業
の見直し、妊婦健康診査事業、保育料利用者負担について一般質問
を行いました。

町長
本町の紙 おむ つ支給 事業につ
いては、重度障 害者を 対象とし
た川棚町重度障 害者等 日常生活
用具給付等事業 と介護 認定者を
お世話する家族 に対し て支給す
る川棚町家族介 護支援 特別事業
を行っている。
支給すべ き認 定度の 設定は、
使用される方々 それぞ れの使用
度、必要性があ り大変 難しいと
ころだが、本町 の要介 護３以上
と言う認定基準 は、他 市町より
も特に厳しい認 定とは 言えず、
現時点で要介護 ２以上 に拡大す
る考えはない。
久保田町議
現在の事 業は 、本人 ではなく
介護する家族が いて初 めて補助
が受けられると なって います。
快適に介護を受 けるの は本人で
す。補助の対象を家族介護から

西岡秀子さん

左から ながさき市民連合、民主党、共産党
社民党、生活の党の各代表（３月１９日長崎市にて）
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介護用品の補助対象を
独居世帯の方にも
久保田かずえ町議
本町にお ける 介護用 品の支給
事業は、要介護 ３以上 に相当す
る在宅の高齢者 を介護 している
家族に対して、 補助が なされて
います。
介護は、 あく までも 受ける本
人が快適に暮ら せ、ま た、介護
する家族も介護 により 離職した
り、家族の形態 を変え ることな
く生活を維持すべきと考えま
す。
この事か ら３ 点につ いて見直
す考えはないか尋ねます。
介護用品 の補 助対象 を要介護
２以上に拡大す る考え はありま
せんか。
久保田かずえ町議

参議院長 崎選 挙区で は、市民
連合と４野党が共同候補とし
て、民進党の西 岡秀子 さんを擁
立し、参議院選 挙をた たかうこ
とになり、３月 １８日 に記者会
見が行われました。
西岡秀子さん は、３ 月１９日
のながさき市民連合の集会で
「このまま日本 の政治 を安倍政
権に任せるわけにはいかない」
「６人に１人の 子ども が貧困状
態。これこそ国 の政治 が一番に
取り組むべき問 題。若 いみなさ
んが、夢と希望 を持っ て成長し
ていける日本をつくりたい」と、
熱い思いを語りました。

も当然支給され るべき です。９
市町で支給され ている と言う事
ですが、これが 本来の 介護の姿
だと思います。
今後調査 研究 してい くと言う
事ですが、良い 方向に 向けて検
討すると捉えて良いですか。

町長
今後、前 向き に検討 して参り
ます。
支給対象に紙パンツの追加
を。の質問はす でに実 施されて
いると言うこと であり 、説明用
紙に書きたすことを要求しま
す。

ウラに続く

