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　2013年６月に、「子どもの貧困対策の推
進に関する法律」が成立し、2015年３月に
は「鳥取県子どもの貧困対策推進計画」が
つくられ、県のみならず各自治体において
も、実効性のある子ども貧困対策が求めら
れています。
　本市においても、生活保護世帯の18歳以
下の人数や就学援助を受ける児童・生徒数
が増えており、深澤市長は「子どもの貧困
状況が進展している。引き続き子どもの成
育環境や保育・教育条件の整備、改善充実
を図り、解決に向けて取り組んでいかなけ
ればならない大変重要な課題の１つであ
る」との認識を示しています。

取り組みを進める体制づくりを

　伊藤いく子議員は「子どもの貧困は、見
ようとしなければ見えないと言われている。
その対策を進めていく上で、まず体制づく
りが必要ではないか」と質問。担当部長は
「子どもの貧困の背景には収入、生活、住ま
い、健康、家族関係などさまざまな原因や課
題がある。情報を共有し、解決に向けて問
題点を洗い出す、子どもの施策の担当部署に
よる連絡会を立ちあげたい」と答えました。

計画策定と実態調査も実施すべき

　さらに伊藤議員は計画づくりを求め、市
長は「連絡会の中で、貧困が世代を超えて
連鎖することのないよう、必要な環境整

備、教育の機
会均等を図っ
ていくため
に、子どもの
貧困対策を総
合的に推進し
ていく計画の
策定に向けて今後検討していきたい」と答
弁しました。伊藤議員は、当事者の声が反
映する計画及び施策にしていくことを要望
し、合わせて実態調査も求めました。担当
部長は「先進地の自治体の状況を参考に
し、連絡会で調査の内容等を含めて検討し
ていきたい」と答えました。
　この他に、育休代替の保育士確保と所得
税法第56条について取り上げました。

　私たち日本
共産党市議団
は、住宅リフ
ォーム助成制
度が全国的

に、また県内でもまちの仕事おこし、雇用
の創出、市民生活の支援につながる地域循
環型経済に貢献する事業であり、この制度
の推進と拡充を求めてきました。
　住宅小規模リフォーム助成制度が市民や
事業者から喜ばれているのに、市は今年度
限りで中止の意向を表明したために、角谷
敏男議員は制度を継続するように求めまし
た。

　角谷議員は市長に対して、最近の日銀松
江支店の地域経済の判断や経済団体の景況
感を紹介して、住宅リフォーム助成事業は
地域経済の活性化も目的の１つであった
が、事業への評価などアンケートの実施
で、事業継続の検討材料にすべきではない
かと質問しました。
　市長は、「アンケートを実施していない
が、いろんな形で意向等の把握はしたい」
と答弁。さらに、角谷議員は「住宅リ
フォーム助成制度では実際の経済波及効果
がどの程度出るのか、市民アンケートなど
総合的に調査・検討し、判断してはどう
か」と追及。

　これに対し市長は、「過去４年間で17億
1,000万円の工事が業者に発注されたが、
低迷していた地域経済の活性化に大いに貢
献したものと考える。経済波及効果等の分
析までは現在行っていないが、地域経済の
循環には確実につながった取り組みであ
り、これからも景気の状況、景気回復状況、
鳥取の景況等もしっかりと踏まえて判断し
たい」との答弁で、制度の継続に明確な態
度ではありませんでした。
　角谷議員は、市長に対し、市内の小規模
事業者の振興、地元の経済対策の側面で、
継続するように強く求めました。

　要支援１・２
の方の通所介
護や訪問介護
サービスは、
市町村が実施

する新たなメニュー「介護予防・日常生活
支援総合事業」に変わります。鳥取市は
2017年４月実施予定ですが、内容が明らか
にされていません。国のガイドラインで
は、既存の介護事業による「専門的サービ
ス」とボランティアによる「多様なサービ
ス」を示して、「費用の効率化＝給付の削
減」を迫っています。
　岩永安子議員は介護事業所のアンケート
に寄せられた声を紹介しながら、次の５点
質問しました。

問：総合事業は、現行サービスを基本に行
うべきと思うがどうか？
答：国が示しているガイドラインに基づ
き、民間事業者、社会福祉法人等の活動
に対して、さらに利用しやすくするため
の支援をするなどにより、介護サービス
の一部を担っていただく。
問：総合事業の対象かどうかの判断を誰が
行うのか？
答：利用者やその家族の希望や身体状況、
さらにはどのような支援が必要かといっ
た点に十分配慮して決定することが必要
である。必要な情報提供と、当事者の立
場に立った専門的な知見によるアドバイ
スが本市としての果たすべき役割である
と考える。

問：介護事業所の意向調査を実施すべきで
は？
答：早急に意見交換の場を設定したい。
問：住民主体のサービスやボランティアに
よる事業は、住民の主体性を尊重して、
実施されるべきと思うがどうか？
答：さまざまな地域での社会資源の発掘に
より、支えあいの仕組みをつくっていく
ことが、今後ますます重要になる。
問：「介護報酬の引き上げ」「介護職員の地
位向上」など国への要望をあげてほしい
がどうか？
答：介護保険制度の安定的な
運営に向けて、必要に応じ
て国に意見を上げているが、
今後もしっかりと行う。
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介護事業所に112通アンケートを発送し、29通の回答をいただきました。裏面に紹介しています。



　沖縄県名護市の市議11名が、11月に鳥取市
議会に対して『沖縄の米軍普天間飛行場代替施
設建設の早期実現、米軍基地の整理縮小及び負
担軽減を求める意見書の提出について』という
陳情書を提出しました。この陳情書は、現在の
米軍普天間飛行場の辺野古への移設を容認・協
力することを理解し、鳥取市議会に国への意見
書提出を求め、関連資料が添付されています。
　市議会総務企画委員会は、この陳情を審議
し、賛成討論を会派新生の下村佳弘議員がおこ
ない、反対討論を角谷敏男議員がおこなった
後、採決の結果は賛成４名、反対３名で、意見
書提出が決定しました。
　12月議会の最終日の本会議に意見書案が提
案されました。これに対し共産党の岩永安子議
員は反対討論の中で、「沖縄の県民は、昨年お
こなわれたすべての選挙、つまり名護市長選
挙、沖縄県知事選挙、総選挙で、辺野古新基地
建設反対の民意を表しています。日本政府は、
沖縄の県民の総意を受け、普天間基地の撤去、
辺野古新基地建設の中止をするべきです」「昨
年（2014年）の３度にわたって示された沖縄
県民のことを考えるなら、判断を尊重するの
が、民主主義であり、それを無視した意見書を
あげるべきではありません」と、強調しました。
　一方、賛成討論に立った公明党の桑田達也議
員は、名護市議選では辺野古の方々は陳情者
（市議）を地元代表として選出していると述べ、
移設問題が市民全体より一地域で決定されるも
のかのように主張しました。また、政府の冷静
な法的な対応などによる解決を重ねることが肝
要と強調し、県民・市民が３度の選挙で示した
民意と地方自治を尊重しない安倍内閣を擁護す
るものでした。
　意見書案に賛成の議員
19名（会派新生13名、公
明党５名、無所属１名）で、
反対の議員が12名（会派
結４名、共産党３名、市民
フォーラム２名、無所属３
名）でした。

沖縄の民意を否定する安倍内閣の米軍基地移転問題

問われているのは、県民の３度に
わたる選挙結果の尊重です。

介護事業所へのアンケート結果（抜粋）

　市議会は、公明党が提案し議会運営委員会で国への提出を決定した「マイナンバー制
度の円滑な運営に係わる財源確保等自治体の負担軽減を求める意見書」が、12月議会
最終日に採決され、日本共産党以外の全議員（議長を除く）が賛成しました。
　日本共産党の岩永安子議員は反対討論のなかで、
①　マイナンバー制度は、日本で住民登録しているすべての人に番号をつけ、国が国民
の所得や資産状況などの個人情報を一元管理し、徴税の強化や社会保障給付を削減す
ることを目的としてつくられたもの。
②　番号を通知するカードの郵送は大幅に遅れ、自治体に返送された通知カードは全国
500万通にのぼり、鳥取市でも6997通（8.5％）になっている。
③　アメリカでは社会保障番号を盗用し、クレジットカードを偽造・不正使用する事件
が多発するなど大きな問題になっている。（日本も）施行前から、マイナンバーをは
じめとする個人情報を聞き出そうとする不審電話や詐欺事件が全国で報告されている。
④　国民への理解を得ることもなく、不安を残したまま、見切り発車した政府の責任は
大きい。
と以上の点を指摘し、「制度の危険性を検証・再点検し、廃止へ向けて見直すことが必
要である』と、強調しました。

マイナンバー制度は導入の財政支援より
見切り発車の中止、廃止を！

　国保料の納付書は毎年７月頃に送付
され、年間の保険料はこれまでは８回
に分けて徴収されてきました。
　新年度からは、さらに10回に増や
し、１回ごとの徴収分を抑える措置が
とられます。これによって、６月から
３月が納付期間となります。
　ただし、来年度の国保料はまだ示さ
れておらず、国保料自体がどうなるの
かはわかりません。引き続き、国保料
の引き下げを求めていきます。

国民健康保険料の支払い

年８回から　　
　　　10回へ！

１．介護報酬改定の影響について

下 が っ た 上 が っ た 同　　　 じ

７６％ ３％ ２１％

３．①　新総合事業についての自治体からの情報提供について

かなり得ている 少しは得ている ほとんど得ていない

３％ ２４％ ７２％

　　②　新総合事業について、どのように考えているか

大変心配している 心配なことはない あまり心配していない 無　記　入

６９％ ３％ １０％ １７％

２．報酬改定への事業所としての対策について
利用者を
ふ や す

その他の
経費削減 人件費削減 利用者負担

の引き下げ
サービス提供
体制の見直し

要支援利用者
の受け入れ控え そ の 他

５９％ ６９％ ２４％ １４％ ７％ １０％ ７％

４．鳥取市に対しての要望
利用者負担の
軽減策の充実

処 遇 改 善 の
助成制度の創設

新総合事業の
実施の中止 事務作業の簡素化 そ　の　他

４１％ ４１％ １４％ ４５％ ７％

　　③　新総合事業について、心配していることはあるか
介護の質が
確保できない

継続してサービス
利用できなくなる

事業所運営が
厳しくなる

地域への負担
が大きくなる

４１％ ３４％ ６９％ ２４％

５.　国への要望
基本報酬の
引 き 上 げ

公的制度としての
介護保険の充実

利用者負担
軽減策の充実 事務作業の簡素化 介護職員の

地 位 向 上
６９％ ３８％ ２４％ ３４％ ６６％

◦各事業所にはさまざまなアイデアがある。そのアイデアを取り入れたり、補助金を創出したりを
望む。
◦介護を家庭に丸投げすることにより、職を失う家族もでてくると思われる。また、専門職の手を
離れることによって、介護の質が低下し、将来的に要介護者が増えるのは目に見えている。
◦介護制度の公平化、囲い込みのない介護社会を形成しないと介護の質・地位は向上しない。
◦早めに全体のイメージを説明して欲しい。
◦介護報酬は引き下げられ、介護職員の給料は上げなさいと指示され、矛盾だらけの国の方針が理
解できない。今年は事業継続できない事業所が大量に出てくるのではないかと心配している。
◦基本報酬のひきあげ～もっと税金をあげてもよいと思います。
◦医療系やショートステイの報酬を見直すべき。介護報酬でもその分野は手が付けられていない感
が強い。

コメントの紹介


