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９月市議会の一般質
問で太田議員は介護保
険について質問しまし
た。
介護保険は自己選択、
自己決定の制度である
ことが強調されてきま
した。
サービス料と介護保
険料など大枠は国の法
律で決められています

ための運動器の機能向

寝屋川市は昨年の短
期集中通所サービス
（生活機能を改善する

ています。
高齢者の自立と尊厳
を守る制度として常に
改善が求められる。

護サービスの利用に至
るまで自ら選び決定し

ことは大変喜ばしいこ
とです。
しかし、原則利用と

して、体力の向上が見
られ自立した生活がで
きるようになった高齢
者が一定の割合で出た

決めています。
モデル事業の結果と

ている。
太田議員は、訪問指
導によって一人一人の

サービスの利用実績を
見させていただくと、
新規の総合事業利用者
の半分程度の利用となっ

ないか。
原則利用とされた４
月からの短期集中通所

いう枠組みは、今まで
の介護保険の基本理念
の自己選択・自己決定
とは、相反するのでは

認定を受けることから、 しては、短期集中通所
ケアプランの作成、介 サービスの原則利用を

が、多くは自治体の裁 もとに、今年の４月か
量に任せられています。 ら新規の要支援１・２
また、市民も介護の の総合事業対象者に対

上や栄養改善等のプロ
グラムを か月の短期
間で行われるサービス）
のモデル事業の結果を

本市の介護保険料の
減免制度は昨年度より
市独自減免の予算が年
千万円計上されまし
た。しかし、厳しい減
免基準で初年度はわず
か 件の利用です。今
年度、わずかに基準が
緩和されましたが、利
用者が大きく伸びるも
のではありません。
枚方市を参考に基準
を緩和しても枚方市で
年間６００万円弱の予
算で収まっています。
寝屋川市が当初組ん
だ予算にあう介護保険
料の独自減免制度の基
準を設けることを求め
ました。
市は対象拡充を図っ
ていくと答弁しました。
また、その後の他の議

宝町4－33

４４００万円と見込ん
でいると答弁しました。

ました。
市は、負担額が約４
５０万円、効果額は約

スについては費用負担
なしで行われている。
介護保険財政に与える
影響額について質問し

ることは大変喜ばしい
ことと考える。
短期集中通所サービ

らの実績を見ていると、
短期集中通所サービス
の利用者の半数は生活
力の向上が見られてい

中林かずえ
割 割負担も導入され
ています。利用料の減
免制度の創設を求めま
した。

た。
利用料減免も大きな
課題です。利用料の

員の答弁で具体的に所
得制限の緩和について
検討すると答弁しまし

使える介護保険料減免制度へ

り組みとしている。
太田議員は、４月か

で、本人にとって必要
なサービスを提案し、
自己選択を支援する取

よう方針を示している
が、事前に専門職が対
象者の自宅を訪問し、
アセスメントすること

機能が改善させる効果
がある取組を多くの人
に利用していただける

が侵害されるようなこ
とはないのか。市の見
解を求めました。
市は、原則利用は、

介護保険は自己選択・自己決定が基本
太田議員が一般質問

発行

実態にあったサービス
の提供ができているの
か。本人の自己決定権

市は利用料の独自減
免については引き続き
調査研究していきたい
と答えました。
太田議員は高齢者の
尊厳を守る制度として
の改善を求めました。
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新たな公示案が出て、
約１億９千万円、保育

円、主食費を含めると

無償化に約１億２千万

太田議員は実現に向

しました。

と認識していると答弁

源の確保に課題がある

子育て支援策の拡充 給食費の無償化を
太田議員が一般質問で求める

保育所の副食費が月額
所、小中学校の給食費
けての努力を求めまし

員が子育て支援策の拡

市は、国から情報提

８月 日内閣府より

充を求めて一般質問を
約５１００円に設定さ
の無償化には毎年約９

９月市議会で太田議

しました。
れます。市の対応と状

今年の 月から保育
の無償化が始まります。
供があり、国が提示し
度改正で主食費は徴収

の無償化についての市

保育所待機児童ゼロ
策と、待機児童対策と

ロを継続するための対

育士の質向上を視野に

ど、将来を見据え、保

アアップを支援するな

月市議 会定例会

太田
とおる
にな りすぎた と反省

た。

りが とうござ いまし

た くさんの 傍聴あ

せ くだ さい 。

さん のご意見 もお寄

と考 えていま す。皆

たこ とを評価 したい

実態 の改善が 図られ

みて 、高齢者 の生活

した 。今は、 実態を

いな がら質問 をしま

価も できる施 策で迷

見方 次第で批 判も評

介護 保険の質問は、

て いま す。

も必要だったかと思っ

わか って頂け る説明

いた 方が、そ うかと

し傍 聴に来て いただ

が 開催され ています。 して います。 もう少
人の議員 団で質問
を すると質 問項目が
ど うしても 多くなり
ま す。
今回は子 育て支援
策 など多く の項目を
質 問して、 再質問で
詰 め切れな くて自分
自 身多くの 反省をし
て いま す。
それでも 今後につ
な がる答弁 が数多く
あ りました ので、一
つ 一つ、子 育て支援
策 の拡充に 向けて取
り 組んでい きます。
そして、ライフワー
ク になって いる国保
問 題は少し 、専門的

寝屋川市政について、ご意見ご要望をお寄せ下さい。Ｅメール n-jcp@jcp-neyagawa.jp

た。

ところが、今まで保育
た副食費が、当初、目
するが、副食費は徴収

秋田県では県として
の見解を求めました。

の継続についてです。
して開設された認可園

入れた待機児童ゼロの

お問い合わせは
日本共産党議員団へ
072-824-1181

億９千万円が必要で財

料とともに徴収されて
安として提示した副食
その差額は加算項目等
は小中学校の給食の無

ところもあり、小学校
保育所給食費補助が行
市は保育料の超過負

子どもの数は減ってき

についての今後の見通

継続を目指していると

内容 ９月市議会の報告
意見交流会など

況を明らかに。

いた副食費が月４５０
費に乖離が生じること、 しない。

寝屋川市では、保育
の拡充で給付費全体で
償化自治体は全国で

いた保育料負担分で、

給食の月額３７００円
われています。門真市
担分の減少額は年約３

ていますが、保育所を

し、市民への周知につ

入れ促進や市独自の保

場所 市民会館
（４Ｆ第９会議室）

所保育料の３～５歳児

０円徴収されます。

料の無償化と副食費の
影響がないとされてい

平成 年度の調査で

徴収による負担増の保
自治体となっています。

74

護者はでません。また、 る。市立保育所では４
保育料無償化で、寝

太田議員は、子育て
副食費を含む保育所の

５００円の実費徴収を

円の主食費の徴収も行
支援策の一環として、
給食費の無償化ができ

公立保育所では完全給

われます。市内民間保
保育所、小学校、中学
るのではないか。保育

屋川市が超過負担して

育所では１５００円か
校の給食費の無償化を
所・小中学校の給食費

行っていく。

ら２０００円の主食費
求めました。

食も始まり月１０００

の徴収が行われている

や中学校給食月額４３
は元々保育料無償化を

３００万円、副食費の

００円より高くなって
していたので今回の制

います。

認可保育所待機児ゼロの継続を

希望する方が増えてい

答弁しました。

償化が宣伝されればさ

育士の処遇改善、保育

９月２７日（金）
19時00分～
日時

29

いて質問しました。
プランＲを二年間期間

市は、待機児童ゼロ

課題となっています。

延長して、児童の受け

まだ待機児童は大きな
月からの保育料無

らに多くの保育需要が

中堅期保育士のキャリ

取り組むなどとともに、

士宿舎借り上げ支援に

太田議員は、昨年

月から続く待機児童ゼ
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る中で全国的にはまだ
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予想されます。
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