
6 月議会のご報告をお届けします。 
 
東日本大震災から 3 か月が過ぎました。被災者の生活再建を支援し、復旧と復興

の一助を、と頑張っているところです。６月議会は、安全最優先の原子力政策への

転換と共に、再生可能な自然エネルギーへの計画的移行を願いながら、社会保障の

充実、教育条件の充実を求めて６月２０日、質問に立ちまし

た。 
 

 介護保険見直しと地域包括ケア 

 
高齢者が安心して暮らせる体制を整

えるのは国と社会の責任です。政府は来

年４月実施の介護保険法改定案を短時

間の審議の中で決めました。 
これまで国は社会保障費の削減路線

で、国庫負担を減らしてきたために介護

サービスの削減や保険料・利用料の負担

拡大が続いてきました。 
市民の介護ニーズに応えるには、制度

の拡充こそ必要です。しかし改定法では、

要支援１・２の人たちの訪問・通所サー

ビスを、総合事業（笠岡では地域包括支

援センター）で、配食や見守りなどと組

み合わせて保険給付の対象外にできる

とするものです。総合事業の基本は、介

護保険の認定で該当しない人たち向け

の事業です。軽度でも、認定を受けた人

は介護保険の対象とすべきです。 
さらには医療行為を施設介護職員に 

容認するなど、様々な問題点を持つ改

定法に対する市長の認識と制度充実へ

の対策について質問しました。 
これに対し市長は、「介護給付と負担の

バランスが安定的運用に必要。軽度者

のサービスの引き下げになってはいけ

ない。慎重に考えていきたい」旨、答

弁しました。 

 

「子ども・子育て新システム」と公的責任 

女性の社

会進出が進み、子育てとの両立への願い

が強まっています。同時に長引く不況、

若い世代の不安定雇用化による貧困の

広がりのもとで、共働き世帯は増え続け

ています。 
 昨年６月に政府の示した「子ども・子

育て新システム」は、子供と子育てに関

する施策全般にわたる大掛かりな制度

改変ですが、最も大きく変えようとして

いるのは保育制度です。その基本方針は、

保育基準の地域間格差、民間企業の参入

を認めるなど、国や自治体の保育にかか

わる公的責任を放棄するものです。 
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児童福祉法第 24 条には「児童の保育

にかけるところがある場合において、保

護者から申し込みがあった時は、それら

の児童を保育所において保育しなけれ

ばならない。」と明記してあります。公

的に保育と水準を保障し、保育の費用負

担に責任を持つ仕組みです。 
当市に待機児童の問題点はないとし

ても、すべての子供たちに、等しく豊か

な保育を保障するうえで、大きな弊害と

なることは間違いありません。市長の認

識と対応について質問しました。 
これに対し市長は「今後の法案動向を

見極め、保護者のニーズなど踏まえ、地

方の声を上げていきたい。システムの目

的、良質な保育に期待している。そうな

らない時には国に声を上げていく」旨、

答弁されました。 
  

教育条件の充実を求めて 
 
 指導要領が改定され、今年度から小学

校で全面実施されています。授業時間が

増え、小学１年生では毎日５時間です。

先生方も残業が増え大きな負荷がかか

ってきています。教育長は、昨年度教員

の多忙化に対して解消を図る努力を約

束されましたが、状況はさらに厳しくな

りました。 現状をどうとらえ、楽しい

学びの場、

教育条件を

どう充実させていくのか質問しました。 
 これに対し、教育長は「校務の見直し

や中学校での事務処理支援を行うなど

で負担軽減を図る。『ゆとり』を基礎基

本学習に回すことで『わかる』『楽しい』

学習をめざす」旨、答弁されました。

 

2 年連続国保税の引き下げ実現   養護老人ホームにエアコン 

 
 5 月 17・19 日の臨時議会で国保運営   酷暑の中、エアコンもない養護老人 
協議会の答申が示されました。昨年に   ホームは入所者の命をおびやかします。 
続いての引き下げ提案です。一部階層   再三の要請と懇談の中、全室にエアコ 
の上限額引き上げ幅を修正して可決さ   ンが設置されました。これで安心して 
れ、平均約８％の引き下げとなりまし   夏が過ごせます。 
議会に届けた「高すぎる国保税を何と 
かしてほしい」の市民の願いが実りま      
した。 
しかし、それでもなお高い国保税で 

す。引き続き、引き下げの声を届け、 
頑張りたいと思います。           敬愛園の個室についたエアコン 
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あ し あ と 
4 月 
6 日 生き生きサロン春の旅行 
9 日 地域婦人防火クラブ総会 
10 日 サロン有志花見 
14 日 母親連絡会花見 
18 日 老人会で東日本支援の「大黒踊

り」 
19 日 地域更生保護女性の会総会 
23 日 戦没者追悼式参列 
26 日 母親連絡会、おかげ市で震災被

災者支援チャリティーバザー 
手作りのよもぎもちやドーナツ

が人気でした。 
28 日 金浦小学校プール施設を点検 
29 日 こどもフェスティバル 
 
5 月 
１日 メーデー 
３日  東日本支援ぼっけーカーニバル 
6 日  核兵器廃絶を目指す会議 
    国保税引き下げ要請で担当課と

懇談 
10 日 教育長に金浦小学校プール施設、

２舎・体育館トイレの改善を要望 
11 日 生き生きサロン 
12 日 あいさつ運動（金中） 
17 日 臨時議会・環境福祉常任委員会 

   国保の引き下げが話し合われ、一

部値上げの階層につき、修正案が

提案されました。 
18 日 北木島みちこだより配布 
19 日 臨時議会 
20 日 母親連絡会、自治体要請行動 
 
 
 
 
 
 

母親大会への協賛を頂く 
21 日 金浦小学校運動会 
    原水協総会 
22 日 国道歩道の障害物移転要請現地

調査 
25 日 中央病院ボランティア 
６月 
4 日 ひったか 
5 日 おしぐらんご 

 
 毎年参加の子供たちもいて、もうすっ

かり漕ぎ手として力を発揮しています。

お兄さんに助けられながら、力いっぱい

の姿に大きな拍手を送ります。 
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6 日  6 月議会初日 
10 日 金浦地区敬老会打ち合わせ 
11 日 金光学園 19 期同窓会 
19 日 金浦婦人会理事会 

女性学級

「薬膳料

理」 
『それぞ

れの素材

の効能を

知ること   
が大切』 

20 日 個人質問 
23 日 環境福祉常任委員会 
25 日 東日本支援 

おかげ市チャリティーバザー 
26 日 大黒踊り練習 7 月 23 日の 
   よっちゃれに特別出演の要請を

受け、子供たちと共に練習です。 

29 日 島の運動会、雨のため、この日

中止になったのは残念でした。 

おせわになりました 

★ 金浦地内県道の路面補修をして頂き

ました。 
★ 障害を持って仕事も十分にできない

通院患者の保護をお願いしました。 
★ 障害者団体に農地を無償貸与して頂

けました。 

★ 国道沿いの狭い歩道に立つ電柱の移

設を検討して頂き

ました。 
★東本町カーブミラー

取り替えていただき

ました 
 
トピックス 
 
3 月に買い求めたドラゴンフルーツ

の苗に枝が出ました。花が咲き、実

がなるのはいつのことでしょうか 
 
つぶやき 
『草よりも野菜の苗をと庭に植え

てみました。これが案外楽しくもあ

り、1 センチ 1 センチの伸びが実に

いとおしく、さらに実りが楽しみで

す。上手にはできませんが、皆さん

に教えて頂きながら前進です。』 
『 近身近な人の葬儀に出ること

が多く、とても寂しくなりました。』 
お願い 

〇東日本大震災被災者支援にご協力く

ださい。 
〇「核兵器をなくそう」の平和署名・「原

発はいらない」の署名にご協力ください。 
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