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普通教室のエアコン設置を急げ
１２月５日、豊田つか さ議員の「公立小中学校の普通
教室エアコン設置はいつになるのか？この３年間の設置
ペースでいくと普通教室設置完了まで１５年余もかかる」
「隣の鈴鹿市では２年間で全普通教室への設置計画であ
ると聞くが四日市市はどうか」の質問に対する教育長の
答弁は、
「平成２６年から２８年度まで、音楽室・図書室・
視聴覚室へのエアコン設置を完了した。残る９４４
室の普通教室への設置は、スピードを上げていく計画である」と答弁。１２月１３日、議会に設置
手法案と完了予定時期が示されました。計画案では「直接施工方式」「リース方式」「ＰＦＩ方式」
の３方式案が示され、平成２９～３０年度に基本設計、平成３０着工～３３年度末に設置工事完了
とするもので、費用概算は市負担額、約３５億円～４２億円。

要支援１．２の 介護サービス水準の維持を
「本年４月から、介護認定「要支援１」と「要支援２」の方が受けられ
る介護サービスが各市町村の事業へ移行されるが、これまで受けられた
サービスの水準・内容は維持されるのか」との質問に対し、健康福祉部
長は「本市の基本方針として、現行サービスの提供を確保できるよう事
業者及び住民組織の協力を得て、必要なサービスが受けられなくなるこ
とがないよう訪問、通所サービス提供の維持に取り組んでいく」と答弁。
団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年を前に、法の理念が積み木崩
しのようになっては、保険料あってサービスなしの保険詐欺まがいだ。
要介護高齢者の尊厳を保持するために国及び市町村の責務・実施責任を求めていきたい。

就学援助 入学準備金は入学前支給に
１２月７日、太田のり子議員の「経済的に困難を抱える家庭の子どもに対する就学援助費のうち、
中学校入学準備金の支給が入学後の５月の支給になっているが、入学前の支給に改善を求める」と
の質問に対し、副教育長・答弁は「本年から入学前３月に支給するよう改善する。また、小学校の
入学準備金については今後、入学前に支給できるよう改善にむけ検討する」と答弁。
四日市市で就学援助の給付を受けている小中学生は約２９００人、全児童生徒数の１２％です。
中学校入学準備金は生活保護家庭の場合、４万７４００円であるのに対し、就学援助世帯の場合は
２万３５５０円と少ない。就学援助制度を利用している世帯の９割が生活保護基準収入の１．１倍
未満です。生活保護世帯同水準の入学準備金の支給への改善が求められます。

福祉医療３公費助成 窓口無料化を
福祉医療３公費助成は、子ども・障害者・ひとり親家庭の医療費を公費で助成する制度です。
本来は、国の制度化が求められるところですが、全国の市町村・県が独自に助成制度を設けていま
す。四日市市では、平成２７年９月から子ども医療費は中学校卒業まで通院・入院無料化が実現し
ています。

窓口無料化 未実施は８県 東海では三重県だけ
全国４７都道府県のうち３９都府県がすでに窓口無料化になっています。東海地方では三重県だ
けが実現していません。
三重県議会で窓口無料化を求める住民請願が平成２７年６月に採択されていますが、未だ実現して
いません。昨年、鈴鹿市は市独自に本年４月から３歳未満を対象に窓口無料化すると市長が明言し
ました。共産党・四日市市議団は、新年度予算・事業要望の市長申し入れの中でも、窓口無料化実
施を求めています。

待機児童数１４２人 「ゼロ宣言」はいつになるのか！
私は昨年６月定例月議会の一般質問で「待機児童」問題、「保育士の処遇改善」について質問し
ました。１１月定例月議会のＡ議員の質問に対する答弁で、「四日市市の待機児童数は、１０月１
日時点で１４２人」「待機児童解消に向けて平成２９年度に民間保育園が１園開園し、その後、平
成３０年度に市内中部・南部地域で各１園、さらに平成３１年度に北部で１園、民間保育園開設の
準備があり、これらの整備で平成３１年度に四日市市の待機児童ゼロ実現をめざす」とこども未来
部長の答弁がありました。

保育施設・質の確保は市の責務
しかし、６月議会質問で私が「四日市市の子ども・子
育て支援事業計画に待機児童解消を平成２９年度目標と
あるが平成２９年度に待機児童ゼロ宣言の年となるのか」
と問うた時には、
「平成２９年度の民間保育園の新設や定
員増、橋北認定こども園の開設などの受け入れ拡大によ
り、平成２９年度待機児童ゼロ目標達成をめざし取り組
みを進める」との答弁であったが半年後に、待機児童ゼ
ロ実現は平成３１年度に先延ばしする答弁に変わったと
いうことか・・・
児童福祉法第２４条には、保育は市町村の実施義務、責任であり、市町村がしなければならない
保育を子どもたちに保障するためには、市町村が保育の量も確保しなければならない、か つ、質の
保たれた保育施設をつくらなければ保育の実施義務を果たすことができないと明記されている。
私は、待機児童ゼロにむけては、民間事業者への要請、開園にゆだねるだけではなく、市自らが
公立保育園の開設含めて検討してこそ市の責務ではないか、と答弁を聞きながら思った。

ガス化溶融炉「解体」 稼働わずか８年で「がれき」に
三重県環境事業団が運営してきた「廃棄物処理センター・
ガス化溶融炉」が、稼働わずか８年で停止していました。
昨年１１月、解体工事中の現場に行ってみた。
建設費１２７億円、要塞のようなガス化溶融炉施設は
「がれき」と化していました。本来、市町村の固有の自治
事務である一般廃棄物処理に県が介入したガス化溶融炉は
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