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公開質問状の回答 

Ⅰ．雇用・労働 

＜雇用・失業など＞ 

１． 雇用対策の予算を拡充すべきと考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】            
＊地域の雇用情勢が依然として厳しいため。 
＊厳しい雇用状況のため、国の雇用対策予算の拡充は望ましい。 
＊有効求人倍率は少しずつ回復しているが、依然として完全失業率が高いため。 
＊雇用情勢に厳しさが残る現在、より効果的な雇用対策が必要と考える。 
＊制度内容等を精査し拡充すべき。 
＊国の経済報告でも雇用を取り巻く状況は厳しい。雇用対策は急務であると認識している。 
市でも国や県と連携しながら、取り組みをすすめていきたい。 
＊財政措置が必要だが、有効と考える。 
＊雇用対策法の目的及び基本理念を鑑みることは勿論、現下の雇用失業情勢を見極めたうえで、実情に 
即した予算を措置すべきであると考える。 

 
【保留の主なご意見】 
＊雇用の受け皿を増やすために景気回復が必要。そのためには狭義の「雇用対策」より「景気対策」に  
 重点を移すべき。 
＊趣旨には賛成するが、雇用創出対策としての産業振興支援策も必要。予算全体の枠組みで考える必要 
 がある。 
＊雇用対策予算拡充については、国で議論すべき課題。緊急総合経済対策をふまえた補正予算審議等で 
 しっかり議論して頂きたい。 
＊現在国会において補正計上中であり、動向を見守りたい。 
 
2. 現行の失業保険給付は、その内容（給付額、給付期間）が不十分と 
考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】            
＊再就職を希望しながら雇用情勢の厳しさから、その希望がかなえられない人のためには給付期間の延 
長が考えられる。 
＊現在の経済情勢を考慮すると不十分。 
 
【保留の主なご意見】 
＊求人倍率が低い現状では、人によっては再就職するのに時間がかかると思われ、給付額や期間が適当 
であるかなんとも言いがたい。 
＊給付額などの内容は国の判断による給付であり、不十分とする基準があいまい。 
＊個々により状況が違い、一概に言えない。 
＊失業給付等に関しては今年４月に改正されたばかりであり、更なる拡大については国における議論が 
 必要。 

回答数 13
賛成 9
反対 0
保留 4

回答数 13
賛成 2
反対 0
保留 11
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＊一義的に国の施策の範囲であり、現下の経済・雇用情勢に即したセーフティネットとしての機能を十 
 分果たすように検討されることを期待する。 
＊失業給付はあくまで保険制度で繋ぎ資金。額、期間が十分かどうかは、生活環境によって異なるため、 
 一概には言えない。 
＊趣旨には賛成するが、保険制度であり、保険料率全体について考慮する必要がある。 
＊雇用保険は再就職を促したり、雇用機会の増大や労働機能の向上として必要な給付ならびに事業を行 
う機能であることから、運用に当たっては現下の社会・経済情勢を見極めるとともに、給付を受けて

いるもののニーズを的確に把握する必要があると思う。そのうえで、財源に見合う施策を展開すべき

であると考える。 
 
3. 職業訓練など積極的な雇用対策の充実を図るべきだと考えるがどうか。 
 
【賛成の主なご意見】            
＊仕事への定着・技術向上など雇用する企業にとってもメリットが大きい。 
＊厳しい雇用状況のため、国の雇用対策予算の拡充は望ましい。 
＊農漁業などの分野も職業訓練に加えてはどうか？ 
＊新卒者の就職や再就職の促進のため、職業訓練などは積極的に支援すべきである。 
＊産業構造を考慮し、多種多様な雇用対策の拡充が必要。 
＊全国的に高い水準で失業率が推移する中、セーフティネットとしての職業訓練は必要。 
日々刻々と変化する経済社会に的確に対応できる即戦力を養成することはきわめて重要。 
＊地域の企業に合った業務を職業訓練等により習得し、若者が地元に定着していく必要がある。 
＊雇用の維持・安定は、経済社会の健全な発展に不可欠であり、国をはじめ地方公共団体は雇用対策を 
 充実するとともに生活不安を解消するようセーフティーネットを拡充整備することが必要であると考 
 える。 
 
【保留の主なご意見】 
＊職業訓練はミスマッチ解消に有効と考えるが、長期的視点での取り組み必要。設問の「など」の範囲 
 が不明で判断できない 
＊趣旨には賛成するが、雇用創出対策としての産業振興支援策もあわせて実施すべき。 
＊雇用対策は国が率先して議論すべき課題であり、緊急総合経済対策をふまえた補正予算の審議等で議 
 論して頂きたい。 
＊現在国会において補正の中の人材育成の動向を見守りたい。 
 
4. あらたに設けられた「第２のセーフティネット（訓練・生活支援給付、 
住宅手当など）は充実・改善が必要だと考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】            
＊まだまだ、住宅手当や生活支援の必要性があると思われる。 
＊現状を精査し、必要なところの拡充が必要。 
 
【保留の主なご意見】 
＊趣旨には賛成するが、制度が新しく、評価する段階ではない。 

回答数 13
賛成 9
反対 0
保留 4

回答数 13
賛成 2
反対 0
保留 11
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＊今後の経済状況の変動により、制度の効果が不透明。 
＊町では財政状況が分からないし、利用者の生の声も聞けない。 
＊一定の成果は上がっていると思うが十分な検証が必要。 
＊さまざまな問題があることは聞き及んでいる。利用者にとり勝手のよい制度に改善されることを期待 
 する。 
＊第２のセーフティネットの成果（効果）を確認したい。 
＊使い勝手の点では改善の余地あり。 
＊生活保護とは選択によるもので、申請者が決める。 
 
5. 障害者雇用の改善のため、障害者雇用促進法に定める法定雇用率が守 
られるような対策を講ずるべきと考えるが、どうか。 

 
【賛成の主なご意見】            
＊法定雇用率は法律で定められているものであり、遵守されるべき。 
＊国では法定雇用率未達成企業の公表など対策を講じており、一定の評価をしている。 
＊まだまだ障害者雇用率が低くなっているため。 
＊障害者の雇用は大変厳しい状況だが、雇用する側についても、厳しい経済状況であることから、財政 
 的支援が必要。 
＊障害者雇用促進法が守られているかどうかの確認が必要。 
＊周知・啓発のために有効。 
 
【保留の主なご意見】 
＊趣旨には賛成するが、改正された障害者雇用促進法が実施されている期間中で、推移を見る必要があ 
 る。 
＊事業所に多くの障害者が雇用されるのは望ましいが、法定雇用率の遵守対策は国の対策や景気動向に 
 も左右される。 
＊そのとおりと考えるが、減経済情勢の中で講じた対策が、ますます厳しい情勢となる一因にならない

よう、慎重に行う必要がある。 
＊法の精神は尊重されるべきであり、国・県レベルでの積極的な取り組みが必要。 
＊今年７月から対象事業所の枠が拡大されたので、まずその周知徹底。 
＊現在の障がい者雇用納付金制度の効果を検証すべきと考える。市としては障がい者雇用ネットワーク 
 センターを開設し、障がい者の実習先開拓を実施しているところである。 
 
＜非正規雇用・貧困など＞ 

1. わが国の非正規雇用は不安定な雇用が多いと考えるがどうか。 
 
【賛成の主なご意見】            
＊非正規雇用は景気に左右されやすく、継続的雇用が保証されないため。 
＊多いと思う。 
＊非正規雇用については、その雇用形態上、不安定雇用につながる場合もある。 
＊生涯にわたっての生活設計を立てるには、非正規雇用者の雇用形態は不安定である。 
＊そのとおりだと思う。 

回答数 13
賛成 7
反対 0
保留 6

回答数 13
賛成 6
反対 0
保留 7
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【保留の主なご意見】 
＊不安定な雇用が多いという点ではそう考える。 
＊わが国の非正規雇用が多いなどの根拠が不明。 
＊安定した雇用が必要であるが、国の制度の見直しが行わなければならない。 
＊臨時国会で労働者派遣法改正案が継続審議となっているので動向を見守りたい。 
＊厚生労働省が実施したH19就業形態の多様化に関する総合実態調査の結果からわかるとおり、正社員 
 以外の労働者がいる事業所は全体の８割と非常に高い数値を示している。事業主の活用理由は、「賃 
 金の節約のため」であり、労働者の就業形態を選んだ理由は「自分の都合のよい時間に働けるから」 
 となっている。利営が一致する結果であることから、安定的な雇用の場の確保については、労使間の 
 個々の議論が必要であると考える。 
 
2. 雇用期間を定めた雇い方（有期雇用）が雇用を不安定なものにして 
いる。一定期間を超えた場合や一定の回数を雇用更新された場合には、 

無期雇用とすべきと考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊正規雇用が原則と考える。しかし、一定期間雇用回数を超えた場合に無期雇用にすることは、事業所 
 が一定の期間や回数を超えない期間や回数までしか労働者を雇わないようになることも考えられ、慎 
 重な制度設計が必要。 
＊若年層や正社員としての雇用を希望する労働者に対しては、そのような配慮が必要と考えるが、会社 
 全体の存続のための支援も必要。 
            
【保留の主なご意見】 
＊一律に無期雇用への転換を図ると失業率の上昇を招くという考えもあり、簡単に判断できない。 
＊事業者側の意見も必要。 
＊仕事内容により、有期雇用が適当な場合もあると思うが、無期雇用にするほうが望ましいと考える。 
＊そのとおりと考えるが、無期雇用決定後に解雇となってトラブルが発生するのではと懸念される。 
＊有期雇用が雇用を不安定にする場合もあると考えるが、その無期雇用化については国において議論す 
 べき課題。 
＊一概に判断するのは難しい。制度をよく精査し検討しなければならない。 
＊無期雇用希望者が多数おられる現状を考えれば、国レベルで検討する必要がある。 
＊無期雇用とすることは望ましいが、一律で線を引いてしまう制度には新たな問題が生じると思われる。 
＊判断材料に乏しい。 
＊企業側から見た有期雇用のメリットは、コスト削減や雇用調整の柔軟性の確保である。 
しかし、その問題は有期労働者に対して努力や能力向上の誘因をほとんど考えていないことである。 
しかし期間を定める雇用契約は、本来の趣旨は「雇用期間が終了すると労働者が退職する自由」を保 
障するものであり、労使間の議論がj必要であると考える。 
 

3. わが国の派遣労働という雇われ方・働かされ方には問題が多いと考える 
がどうか。 

 

【賛成の主なご意見】 

回答数 13
賛成 2
反対 0
保留 11

回答数 13
賛成 4
反対 0
保留 9
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＊問題となっている派遣労働という雇われ方・働き方は、景気や会社事情に左右されやすく、継続的な就 

 労が保証されない。 

＊派遣労働の問題性は認識している。ただし、制度設計については、有効求人倍率の低下につながらな 

 いよう検討が必要。 

＊派遣労働者が不安定な雇用形態のまま長期化するという現象には問題があると考える。 

＊そのとおり。国レベルで検討すべき。 

 

【保留の主なご意見】 
＊業種によってケースバイケースであり、状況分析が必要。 

＊問題もあるが、そのような労働形態を求める人もいる。 

＊職種による。しかし、現在派遣法の改正が審議されており、問題解決につながることが望まれる。 

＊国における十分な議論が必要。 

＊一概に判断することは困難。 

＊企業側及び労働者側双方ともに、メリット・デメリットが存在することから、改めて労働者へ法の趣 
 旨に鑑み、議論が必要であると考える。 
 
4. 派遣という雇い方・働かせ方は、一時的な・臨時的な業務に限定して 
用いられるべきと考えるがどうか。 

 

【賛成の主なご意見】 
＊そのとおりと思う。 

＊派遣労働者と雇用側が互いに納得する形での業務に適用するのが望ましい。 

＊派遣職員が増え、正規雇用職員が少なくなってくると、格差がだんだん広がっていくことになり、好 

 ましいことではない。 

 
【保留の主なご意見】 
＊一時的・臨時的というあいまいな基準では判断できない。業務の専門性も考慮すべき。 
＊時間・期間での区分のほかに、職種等の区分もあると考える。 
＊現状として常用雇用にも用いられている場合もあるが、一時的・臨時的な業務に用いるほうが望まし 
 い。 
＊国の制度で派遣が認められていることから、業務の限定に関しては回答を保留する。 
＊国における十分な議論が必要。 
＊本来はそうあるべきかも知れないが、必ずしも派遣労働者全てがそう考えているか、疑問もある。 
＊企業側及び労働者側双方ともに、メリット・デメリットが存在することから、改めて労働者へ法の趣 
 旨に鑑み、議論が必要であると考える。 
 
 
5. 最低賃金の引き上げについて、フルタイムで働いていながらも生活保 
護費より低い収入しか得られない、この逆転現象は、待ったなしで解消 

されるべきと考えるがどうか。 

 

【賛成の主なご意見】 

回答数 13
賛成 4
反対 0
保留 9

回答数 13
賛成 6
反対 0
保留 7
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＊早期の解決が望ましい。 

＊待ったなしで行うことは難しいことだと思うが、着実に引き上げていくことが望ましい。 

＊その通りである。 

＊生活保護費を上回る賃金を確保しないと労働意欲を損なうことになるので、早急に解消すべき。 

＊ワーキングプアが社会問題となっているが、すぐに大幅な最賃引き上げは困難だと思う。 

【保留の主なご意見】 
＊趣旨には賛成するが、待ったなしでの解消は対応できない事業所もある。 

＊就労意欲を高めるため、一般的なフルタイム就労の場合は、生保より高い収入が得られるべき。 

＊逆転現象の解消も必要だが、国の生活保護制度の見直しとも関連する。 
＊国における十分な議論が必要。 
＊フルタイムで働いて生活保護費より低い収入という情報を確認していない。 
＊生活保護基準と単純に比較するべきではない。 
＊最低賃金法第９条第３項の規定に基づくとともに、諸外間の実態と合わせ、最低賃金近辺で働いてい 
 る労働者の実態を調査し、すみやかに是正すべきであると考える。 
 
6. 最低賃金の引き上げが中小企業の経営を圧迫することが言われている 
が、最賃の引き上げをそのために猶予するのではなく、中小企業対策予算 

の拡充や下請保護の強化などで対応すべきと考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊労働者の生活を守るために、最低賃金の引き上げが必要であることから、国を上げての支援が必要と 
 考える。 
＊国の雇用対策により対応すべき。 
＊雇用を取り巻く問題やワーキングプアなどの社会問題解決のためには国策として取り組むべきものも 
 あると考えるが、一方で製造部門の海外流出に拍車がかかるという危惧もある。 
＊２２年１０月より引き上げがあった。 
 
【保留の主なご意見】 
＊国の予算で対応すると、それが恒常的な制度になる恐れがある。 
＊地域間格差の是正を用いるため、最低賃金法の抜本改正を行うとともに、中小企業支援策の拡充と下 
 請け取引適正化のための制度改善を早期に実施し、適正な単価で公正取引が行われる経済環境を実現 
 することが肝要である。 
＊趣旨には賛成するが、短期的な賃金引上げが困難な事業所もある。 
＊国の予算措置として、中小企業対策予算拡充や下請け保護の強化が図られ、最賃の引き上げが必要と 
 認められる場合には引きあげられるべき。 
＊中小企業対策予算や下請け保護の強化の前に、現在の厳しい経済・雇用状況を改善することが重要。 
＊良い考えであるが、対策予算の拡充や下請け保護の強化を行うことが最低賃金引き上げに対応できる 
 かどうかは難しいのでは。 
＊国における十分な議論が必要。 
 
7. 医療・介護・福祉の現場で働く労働者の労働環境の改善（人員・賃金 
増など）が必要だと考えるがどうか。 

回答数 13
賛成 9
反対 0
保留 4

回答数 13
賛成 3
反対 0
保留 10
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【賛成の主なご意見】 
＊より質の高いサービスを求めるためにも、一定の給与水準の確保・処遇改善など、国の負うべき役割 
 は大きい。 
＊人材確保の促進につながるため。 
＊介護・福祉人材を安定的に確保するためには、労働環境の整備の推進が必要。 
＊過酷な労働内容実態から、改善が必要であると思う。 
＊国の支援や事業主の理解による介護事業所の労働状況の改善は必要で、安定的な給付提供のために、 
 介護従事者の定着・確保を図るべき。また、介護以外の職についても、国・県等と協力をしながら対 
 策を行いたい。 
＊人員、人材確保についてさらなる改善が必要である。 
＊労働内容、賃金等の改善が必要。 
＊福祉サービスの多様化により、サービス等の対応も複雑になっているため、人員の確保が必要であり、 
 賃金増等が必要である。 
 
【保留の主なご意見】 
＊趣旨には賛成するが、労働環境の改善が必要な業者は他にもある。 
＊医療・介護・福祉労働者だけでなく、全ての働く人の労働環境の改善が必要。 
＊医療・介護・福祉を一くくりにするべきではない。 
 
8. 2009 年度の介護報酬の引き上げ、「介護職員処遇改善交付金」制度 
の設置は一歩前進であるが、介護労働者の労働条件改善のためにはなお 

不十分であると考えるがどうか。 

 

【賛成の主なご意見】 
＊介護報酬の一定割合が確実に従事者の給与に反映される仕組みが必要。 

＊交付金は期限付きのため。 

＊他の職種とのバランスを考えながら、処遇改善交付金の制度を継続すべき。 

 

【保留の主なご意見】 
＊「処遇改善交付金」は、２３年度末までの時限措置で、処遇改善を長期的に進めるためには、国費に 

 よる交付金の実施期間の延長を機会を捉え求めていきたい。ただ、介護報酬を引き上げての処遇改善 

 は、利用料や保険料の上昇につながることが懸念され、財政支援もあわせて国に求めていきたい。 

＊事業所の申請率の向上が必要と思われる。 

＊医療・介護・福祉労働者だけでなく、全ての働く人の労働環境の改善が必要。 

＊町レベルで回答できない 

＊介護報酬引き上げは、利用者負担や給付費の増額につながり、交付金については事業所それぞれの対 

 応であり、継続性が必要。 

＊不十分ではあるが、介護給付費の町の持分や、住民の保険料と密接に関係してくることから、制度の 

 見直しが必要。 

＊介護職員処遇改善交付金制度の効果を見守りたい。 

＊報酬引き上げは自己負担増につながる。 

 

回答数 13
賛成 3
反対 0
保留 10
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＜長時間労働、ワーク・ライフ・バランス＞ 

1. 過労死や長時間労働問題の解決のため強力な法的規制を設ける必要が 
あると考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊労働者を守るために、労働時間などの設定について、労働者及び事業主の自発的な努力のみでは改善 
 されない場合のために必要と考える。 
＊改善しなければならない。 
 
【反対の主なご意見】 
＊まず現行法の徹底を図るべき 
 
【保留の主なご意見】 
＊標記問題の是正のポイントは、管理する立場にある人の「マネジメントスキル」に占めるウェイトが 
 非常に大きいと考える。職場内の労働の環境を的確に把握し策を打てば、間違いなく是正するもので 
 あると考える。 
＊まずは従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、国を挙げて企業や労働者、国民の取り組み 
 を積極的に支援し、多様な働き方に対応した社会基盤作りを推進すべき。 
＊過労死等の発生は防止しなければならないが、法的規制については国の権限。 
＊この問題を解決するには人員を増やすことも必要であり、現経済情勢で企業に負担を求めるのは難し 
 いと思う。 
＊国における十分な議論が必要。 
＊強力な法規制が必要かどうか判断しかねる。 
 
2. 不払い労働の撲滅のため、事業主に対する処分をより強化すべき、と考 
えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊企業の経営状況にも夜が、労働の対価としての不払いは許されるべきではない。 
＊当然、労働に対して支払わなくてはならない。 
 
【反対の主なご意見】 
＊まず現行法の徹底を図るべき 
 
【保留の主なご意見】 
＊労働基準法第１０４条の規定に基づき事務手続きを行えばよいと考える。 
＊労基署等の国の機関が、不払い労働などの撲滅など、不当労働に対して監督を行っている。 
＊労基法に反することは問題。不払い労働問題を相談・解決する制度を作ってはどうかと思う。 
＊国における十分な議論が必要。 
＊処分というよりも不払いの理由に応じた対策が必要ではないか。 
＊強力な法規制が必要かどうか判断しかねる。 
＊問題の根源が多種多様と思われるので、一概に事業主に対する処分へとすぐに結びつけるのはどうか 

回答数 13
賛成 5
反対 1
保留 7

回答数 13
賛成 3
反対 1
保留 9
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 と思う。 
 
3. 出産や育児あるいは家族の介護のために仕事をやめざるを得ないひとた 
ちがあとを絶たない。育児介護休業法のさらなる改善が必要と考えるがどう 

か。 

【賛成の主なご意見】 
＊条件を改善するというより、現行法の趣旨を徹底させるという意味で改善は必要。 
＊出産、育児のために休業しやすい環境づくりへの更なる支援と共に、再雇用制度導入の促進も効果が 
 あると考える。 
＊法の改正とともに企業側の改善も必要。 
 
【反対の主なご意見】 
＊改正されたばかりであり、今はその影響を注視すべき。 
 
【保留の主なご意見】 
＊育児介護休業法が施行されたばかりであり、しばらく様子を見るべき。 
＊標記の問題については国も十分認識しており、平成２１年７月１日公布の改正育児介護休業法に盛り 
 込まれていると解釈する。 
＊２１年の法改正により、６月３０日一部施行されたばかりであり、今後法令順守を徹底するよう周知 
 することが大切。 
＊国における十分な議論が必要。 
＊更なる法改正より、現行法の枠内で、育児休業や介護休業が完全履行できる環境を整える必要がある。 
＊法の改善もさることながら、現行制度がしっかり取得できる体制作りのほうが必要。 
＊法ではなく、雇用主が休業者の業務を補うことが必要。 
 
Ⅱ．社会保障・生活 

1. 自殺の原因として借金苦があるが、なかでも説明不足等のまま連帯保証 
人となり大きな借金を抱える人の問題がクローズアップされている。連帯    

保証人に借金負担の軽減・廃止のための仕組みづくりが必要と考えるがど 

うか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊連帯保証人は債務者と同等の債務が発生するが、債務者の説明責任がないため安易に引き受ける人が 
 多い。借金負担の軽減を含め、何らかの救済措置が必要。 
 
【保留の主なご意見】 
＊債務者からの事前説明事務や貸し手側からの債務者の資金繰り等の情報提供義務を設けることがまず 
 必要。 
＊自殺対策施策の一つとしての検討であれば賛成。 
＊説明不足などによる連帯保証人の救済措置については検討の余地がある。相続放棄された借金につい 
 ては、連帯保証人のみに負担が集中するため、特に検討が必要。 
＊何も知らず保証人になってしまった人の救済はあるとよいと思うが、借金返済を逃れる手段にもなり 

回答数 13
賛成 4
反対 1
保留 8

回答数 13
賛成 2
反対 0
保留 11
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 かねないので難しい。 
＊民法に関わることであり、行政が介入する立場ではない。 
＊借り手だけでなく善意で貸す側のことも考慮すべきであり、一概に判断するのは難しい。 
＊借金負担の軽減・廃止の仕組みとしては、自己破産などの制度があり、それ以外に公的資金を用いた 
 仕組みづくりが必要かどうか検討する必要がある。 
＊連帯保証人に借金負担の廃止にまで及ぶのは性急過ぎるように思う。 
＊説明不足・判断能力不足の場合は、応能負担が道義的だが貸し渋りも懸念される。 
 
2. 自殺撲滅のための数値目標を設定すべきと考えるがどうか。 
 
【賛成の主なご意見】 
＊数値目標を設置することは望ましいが、自殺原因が多岐に及び一市町村の取り組みで解決できるもの 
 ではないことから、県・国単位での目標設定が望ましいと考える。 
＊積極的対策を進める上で必要。 
＊周知・啓発のために有効。 
 
【反対の主なご意見】 
＊自殺の原因は複雑多岐であり、数値化にはなじまない。 
 
【保留の主なご意見】 
＊国が数値目標を設定することは、政策の時期や財源についての優先順位にも影響する。 
 市としても自殺対策に取り組んでおり、数値目標の設定については保留。 
＊数値で判断できるほど単純ではない。 
＊何を指標とするか明確ではないように思う。 
＊自殺防止の活動は賛成であり、ゼロが望ましい。 
＊数値目標の設定は世論の動向も考慮する必要があり、難しい。 
＊自殺には生活困窮以外にもさまざまな原因があり、それに対応した多くの施策がある中、実効性のあ 
 る数値目標が設定できるかどうか検討が必要。 
＊数値ではなく、減らすことを目標にすべき。 
 
3. 貧困撲滅のための数値目標を設定すべきと考えるがどうか。 
 
【賛成の主なご意見】 
＊周知・啓発のために有効 
 
【保留の主なご意見】 
＊「国連ミレニアム宣言」で国際的な目標を掲げていることは聞いているが、本市にとって、どのよう 
 なところに、どのような目標を設定するのかが見えていない。 
＊貧困という定義がわからない。 
＊数値で判断できるほど単純ではない。 
＊数値化が可能な場合は政策推進に有効であるが、どのようなものを数値化するかについては慎重な検 
 討が必要。 

回答数 13
賛成 3
反対 1
保留 9

回答数 13
賛成 2
反対 0
保留 11
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＊目標設定も大切だが、その予算と労力は実際の貧困撲滅のために使って欲しい。 
＊貧困撲滅のために活動することは賛成。数値目標の設定は国において十分な議論が必要。 
＊貧困の定義が難しい。 
＊数値目標が設定できるかどうか検討が必要。 
 
4. 社会保障予算を拡充すべきと考えるがどうか。 
 
【賛成の主なご意見】 
＊高齢化者の進展等、市としても社会保障予算が増加している現状で、財政健全化の観点からすれば、 
 拡充は難しい。地方負担の増加がないよう、国が十分な財政措置を講じるという条件で賛成。 
＊少子高齢化や景気低迷する社会情勢に必要な対策。 
 
【保留の主なご意見】 
＊予算を拡充するということは、国民負担が増えるということであり、町レベルでは回答できない。 
＊高齢化等により社会保障予算が増加することは当然であるが、予算の拡充と負担の増大は裏腹であり、 
 議論が必要。 
＊国家財政の再建を念頭に予算拡充をするべき。 
＊今後、社会保障予算は増加していくと考えており、必要なものは予算化されるものと考えている。 
＊予算全体での議論が必要。 
 
5. 国家財政の建て直しのため、支払い能力の高い者からより多くの税を徴
収するよう負担を課す（累進課税、応能負担）という考えを強化すべきと

考えるがどうか。 

      
【保留の主なご意見】 
＊累進課税・応能負担の徴税は現在行われているが、それを強化することで勤労意欲の減退や資産の海 
 外流出になることも考えられる。負担強化については慎重に考えるべき。 
＊将来を見越した税全体での議論が必要。 
＊税制については判断しかねる。 
＊所得格差を縮小することは必要であるが、累進課税に対する提案が不明確。 
＊国レベルの問題で回答できない。 
＊どういった負担のあり方が適正か国民的議論が必要。 
＊労働意欲の低下や資本の海外流出などがあり、判断が困難。 
＊消費税の問題とともに、この国の将来のあり方を決める中で議論すべき。 
＊課税方式に関しては幅広い議論が必要。 
 
6. 社会保障の財源確保のために、消費税の増税が必要だと言われているが、
こうした主張に、賛成か反対か。 

 

【賛成の主なご意見】 
＊今後、福祉の行政サービスに係る経費はさらに増えて行くことが予想される。そのため消費税増税は 
 やむをえないが、事業の見直しにより税が充当される事業の選択を必ず実施する必要がある。 

回答数 13
賛成 7
反対 0
保留 6

回答数 13
賛成 3
反対 0
保留 10

回答数 13
賛成 3
反対 0
保留 10
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＊増税は慎重に行うべきであるが、将来的には引き上げが必要。 
 
【保留の主なご意見】 
＊社会保障をどこまでやるのか、本当に財源がないのかといった検証・議論が十分なされていない。 

＊将来を見越した税全体での議論が必要。 

＊税制については判断しかねる。 

＊国レベルの問題で回答できない。 

＊行政サービスの確保のためには財源が必要であり、将来の財源を考えた十分な議論が必要。 

＊賛成であるが、ムダの削減と社会保障をどこまでのレベルで行うかにより、税率が変わってくる。税 

 だけの論議は適当ではない。 

＊消費税の問題とともに、この国の将来のあり方を決める中で議論すべき。 

＊今の社会保障のあり方自体を見直す。そのためにもどうしても消費税でしか賄えないのであれば致し 

 方ないのではないか。 

＊幅広い議論が必要。 

 

＜生活保護＞ 

1. 老齢加算を復活させることに、賛成か反対か。 
 
【反対の主なご意見】 
＊現制度のままでよいと考える。 
＊高齢というだけで衣食住の生活費が一律に多く必要という根拠に乏しい。個々に必要性を見極め、そ 
 れらに対応できる別の加算制度の検討も必要。 
＊高齢になるほど医療扶助や介護扶助の金額が増えるのはわかるが、それ以外に加算する理由が分から 
 ない。 
＊医療・介護等は生活保護制度や他方施策で全て支援しているため、老人だけが特別加算が必要な理由 
 がない。 
＊香典や臨時の交通費などについては、別基準で保障すべき（年齢で区別しない）。 
 
【保留の主なご意見】 
＊老齢基礎年金との整合性が必要。 
＊老齢だから一律に加算するより、個々の事情に応じた支援が必要だが、現実には調査が大変だと思う。 
＊老齢加算については裁判中であり、判決や国の対応を見極める。 
＊加算というよりも年齢による基準額のなかでの検討が好ましいのでは。 
＊個々の状況や地域により状況が違い、一概に判断は出来ない。 
＊生活保護制度については国の専管事業。 
 
2. 貧困で住居のない人が福祉事務所に来たとき、住居がないために生活保護
の申請手続きが困難になるケースがある。福祉事務所で住居の確保のための不

動産情報の提供や手続きなどの支援を行うことに、賛成か反対か。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊一部、試みを行っている。 

回答数 13
賛成 0
反対 5
保留 8

回答数 13
賛成 4
反対 3
保留 6
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＊現在も不動産業者の紹介等を実施している。 
＊不動産の情報を確保できるのであれば提供すべき。 
＊最近不況により住宅を競売にかけられるなど、生活困窮者が増加していることから、住居確保の支援 
 は必要である。 
 
【反対の主なご意見】 
＊不動産業者の一覧表の提供はかまわないが、業者斡旋や手続き支援は、公務の中立性・公平性の観点 
 から妥当とは考えられない。 
＊現在、情報提供等相談は行っているが、手続きまでは不可能。 
＊不動産情報を持っていない。 
＊情報の提供や手続き支援よりも保証人（機関）の確保を先にすべき。 
 
【保留の主なご意見】 
＊県内の安価な不動産情報の提供は行っているが、賃貸借の契約に福祉事務所は介入しない。民民の契 
 約であるため。 
＊住居を失う前に「第２のセーフティネット支援事業」の活用が必要。 
＊民間不動産業者との調整が困難。また、公平性の観点からも検討が必要。 
＊良い考えだと思うが、ケースワーカーの仕事がますます煩雑になるのではないかと思う。 
 
3. 不況のなかで、住居を失う人が絶えず出ており、特に冬季では凍死する可
能性が高くなる。必要な時にすぐに寝場所の確保ができるよう、一時的なシ

ェルターを設置することに、賛成か反対か。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊緊急、一時宿泊事業の拡大が図れるとよい。 
＊住む家のない人の相談もあり、県内外の生活保護関連施設に入所する人もいる。 
＊急迫していれば必要。 
 
【反対の主なご意見】 
＊緊急一時宿泊事業など、他の制度で対応可能。 
＊緊急時には、市内旅館の使用が可能。シェルターに永住化する可能性もある。 
 
【保留の主なご意見】 
＊急迫状態時には、職権による保護を廃止しており、救護施設のショートステイ制度を利用している。 
 今後は利用者増に伴い検討する余地あり。 
＊住居を失う前に「第３のセーフティネット支援事業」の活用が必要。 
＊県において、同様の対策を実施しているのでは？ 
＊良い考えだと思うが、現実にはシェルターになりうる建物の確保が困難。 
＊国の緊急一時宿泊などを活用し現在は対応できているため、今後の状況を勘案し判断する。 
＊県内には大野荘などの保護施設があり、対応していることから。 
＊シェルターの必要性は感じているが、現在は一時宿泊事業などで対応できており、今後の検討課題。 
 

回答数 13
賛成 3
反対 2
保留 8
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4. 一人親世帯の貧困の解消のため、より手厚い支援が必要と考えるがどうか。 
 
【賛成の主なご意見】 
＊近年増加している貧困状態を解消するために、今よりも更に手厚い支援を行うことは不可欠と考える。 
 しかしながら、その支援法としては手当給付などの公的扶助を一律に増やすのではなく、公的扶助に 
 頼り切ることのない、経済的に自立した世帯となることを目標にすえた支援であるべきと考える。 
＊就労に当たり、雇用側の積極的な採用やひとり親家庭としての勤務時間配慮などを促す法整備が必要。 
 
【反対の主なご意見】 
＊他の制度との均衡性の中で検討すべき。 
 
【保留の主なご意見】 
＊手厚い支援を生活保護世帯に限る必要はない。 
＊具体的にどのように手厚くするのか？ 
＊ひとり親世帯だからという理由より、一定の条件以下のほうが、より公平な支援ができるのではない 
 か？ 
＊母子加算の復活等がなされており、今後の状況を勘案し判断する。 
＊現状の支援での不十分な点の検証が必要。個々のケースでその原因などが異なるため、単純に決定で 
 きない。 
＊金銭的支援ではなく、就労することが出来る環境づくりが必要。 
＊ひとり親世帯への手厚い支援は必要だが、多額の財政出動が必要で、検討・議論が必要。 
＊生活保護制度については国の専管事業。 
＊広く子育て支援として考えるべき。 
 
5. 生活保護利用者の増加に対してケースワーカーの人数が大幅に尐なく、ケ
ースワーカーの負担が荷重となり、適切な支援ができていないと言われてい

る。ケースワーカーの人数を増やすための予算措置に、賛成か反対か。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊一人当たりの担当世帯数削減・負担軽減のために有効。 
＊適切な支援が必要。 
＊本市ではケースワーカーは充足しているが、今後さらに受給者が増加すれば、国の予算措置を要望し、 
 増員を検討する。 
＊生活保護申請者、受給者が増す中で、十分な対応・支援を図るため。 
＊生活保護利用者の自立支援には時間と労力が不可欠。 
 
【保留の主なご意見】 
＊市の職員業務量により人員配置されている。 
＊市ではケースワーカーを増員して対応。 
＊県のケースワーカーが当町の保護世帯を担当し支援しているが、今のところ適切に支援されている。 
 一律でなく地域ごとで考えるべき。 

回答数 13
賛成 2
反対 1
保留 10

回答数 13
賛成 7
反対 0
保留 6
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＊町村は県が生保事業を行っているので、適切な支援が出来ているか状況が把握できない。 
＊現在の生活保護申請の増加により、ケースワーカの負担は増大しているが、現在の設置基準の人員で 
 対応できている。 
＊現時点で、当町では対応可能。（今後の相談件数の動向を見守る） 
 
6. 多くのケースワーカーが一般の事務職として配置され、また頻繁な人事異
動のために、ケースワーカーとしての専門的な知識や技術が身についておら

ず、適切な支援をする力量がなくなってきていると言われている。ケースワ

ーカーの専門性を確保するための専門職採用や研修体制を充実することに、

賛成か反対か。 

 

【賛成の主なご意見】 
＊公務能率・市民サービス上有効。 
＊特殊な業務であり、専門性の確保は必要。 
＊生活保護申請者、受給者が増す中で、十分な対応・支援を図るため。 
＊ケースが多種多様化していることから、専門性を充実することが必要。 
＊人事異動等によって担務が変更になることもあり、専門的な知識や技術を身につけるための研修等は 
 必要。 
＊一般事務職とケースワーカーの差別化が必要。 
 
【保留の主なご意見】 
＊法に基づく配置と、一定期間の従事は必要。 

＊当町担当のケースワーカーは専門知識・技術とも素晴らしく、設問のケースに当てはまらないため。 

 しかし。考えとしてはよい。 

＊本市では適正な人事配置により、ケースワーカーの専門性を確保しており、研修にも参加しているが、 

 今後さらに利用者が増加すれば、専門職採用や研修体制の強化の充実を国に要望したい。 

＊小規模な自治体では、専門職採用は難しい。ただし、研修体制の充実には賛成。 

 

＜年金、医療＞ 

1. 国民年金は満額でも生活保護基準よりも低く、このことが、高齢者の貧困
や生活保護利用の増大につながっている。国民年金の支給額を少なくとも生

活保護基準並みにすることに賛成ですか、反対ですか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊保険料を払っても生保基準に満たないのは問題だが、制度を税方式にするか保険方式にするかなど、 
 財源にかかる議論は必要。 
＊生活保護は国が定めた最低基準なので、国民年金支給額もそれくらいは必要である。 
＊国民が納得して収め、安心して受給できる年金制度の創設が必要。この案では年金一元化や最低保障 
 年金の創設等を掲げ、生保との整合性を図ることとしているので賛成。安定的な財政確保などの課題 
 もあり、議論は必要。 
＊最低限生活保護基準並みにするべき。 
 

回答数 13
賛成 9
反対 0
保留 4

回答数 12
賛成 4
反対 0
保留 8



16 
 

【保留の主なご意見】 
＊公的年金と生活保護は、基本的な役割や資力調査の有無などが異なるため回答できない。 
＊社会保障の充実は必要だが、国民負担が大きくならないように財源をいかに確保するかが課題。 
＊国民年金制度と生活保護制度は基本的な役割や仕組みが違うため回答できない。 
＊どちらともいえない。 
＊生活保護費と年金受給額は法律も目的も違う。年金受給額については、年金制度の抜本的見直しとあ 
 わせ検討が必要。 
＊国民年金支給額に関しては日本年金機構の専管事項。 
＊年金は全国一律だが、生活保護は地域によって異なる。 
 
2. 後期高齢者医療制度の廃止が予定されているが、早急に、すべての高齢者
の医療を受ける権利を保障すべきと考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊わが国は国民皆保険であり、現行制度で全国民に保障されている。 
＊高齢化が進む中で国民皆保険制度の下、給付に負担のバランスを考慮した新たな制度を早急に示すべ 
 き。 
＊負担を誰が負うかは別として、医療を受ける権利は保障すべき。 
 
【保留の主なご意見】 
＊高齢者に不安や混乱を与えず、安心して医療を受けられ、公平で分かりやすく、国民の納得と信頼を 
 得られる制度となることが必要。 
＊国民皆保険制度の中で、国が制度検討中のため。 
＊町レベルでは回答できない。 
＊国民皆保険制度において、現在国が検討中。 
＊本町では、資格証、短期保険証の該当者はいないので、全ての人が医療を受けることが出来る。 
＊後期高齢者医療制度に変わる医療制度にて保障されるべき。 
＊後期高齢者医療制度廃止後も高齢者の医療制度等について国で審議中であり、２０１０年１２月にと 
りまとめが出される予定。制度廃止後も、全ての高齢者の医療は確保されると考えている。 

 
＜介護、社会福祉＞ 

1. 介護保険制度では、保険料を支払えない人に対して制裁措置が明記され、
また、医療保険に加えて介護保険の保険料も高齢者世帯の大きな負担となっ

ている。当面は国費負担を増やし、将来的には介護保険制度の保険方式から

税方式へ転換することに、賛成か反対か。 

 
【反対の主なご意見】 
＊被保険者自らが予め負担し、保険事故に対処する現制度維持が重要と考えており、現段階での将来的」  
 な制度のあり方への判断はしかねる。 
＊国庫負担を増やすことは賛成だが、介護費用の増加に対応するためには財源を税金だけではまかない 
 きれないと考えられる。 
＊介護保険は国民みんなで支える制度であり、高齢者も現役世代も負担能力に応じ負担していくことが 

回答数 13
賛成 6
反対 0
保留 7

回答数 13
賛成 0
反対 6
保留 7
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 望ましい。財政を税のみにすると現役世代の負担が過重になる可能性がある。なお、困窮している高 
 齢者に関しては、減免制度の適用などで対応すべき。 
＊介護保険も社会保険と位置づけられている以上、保険方式が適切。税方式では、地域の租税収入と介 
 護ニーズを勘案する必要があり、地域格差が懸念される。ただし、給付費が増加する中、国等の負担 
 を増やし、第１号保険者の負担割合を下げる必要がある。 
＊介護保険制度は保険方式が望ましい。 
＊保険料負担が重くなる中で、公費と保険料の負担割合、被保険者の範囲等の検討は必要であるが、保 
 険制度は維持すべき。 
 
【保留の主なご意見】 
＊これからの社会保障制度等を踏まえたうえでの議論が必要と思われる。 
＊国費負担増は増税につながる。公的年金の税方式への転換もあわせて議論すべき。 
＊町レベルでは回答できない。 
＊財源を含め介護保険制度のあるべき姿を検討していかなければならない。 
＊今後どちらがいいか検討される必要がある。 
＊いずれにせよ国民に負担がかかるため、議論が必要。 
 
2. 待機児童の対策のために、世界的に見ても低いと言われる最低基準を緩
和して保育所を増設することを国は考えている。そのことに、賛成か反対か。 

 
【反対の主なご意見】 
＊地方においては待機児童はなく、都市部だけの対策になりかねない。また、保育料が割高な認可外よ  
 り、認可保育園を増加させるほうが生活困窮者にはよいと考える。認可、認可外及び都市部、地方に 
 おいて公平な助成制度であれば賛成。 
＊認可外保育所の増加につながり、保育の質の低下を助長する。 
＊施設の増設も必要だが、保育士の人材・育成・確保も必要と考える。都市部と農村部との状況の違い、 
 格差も考慮するべき。 
＊先に認可基準の見直しを考えるべき。 
 
【保留の主なご意見】 
＊２２年４月時点での待機児童はゼロ。現時点で認可外保育園への助成は考慮していないため、コメン 
 トは保留。 
＊保育所の増絶は待機児童解消には必要と思われるが、最低基準の規制緩和については、よりよい保育  
 を損なわない範囲で、地域の実情に併せた判断が求められるのではと考える。 
＊所管は県。 
＊待機児童がいない。 
＊国の判断のもと対応したい。 
＊地域により実情が違い、またニーズも違うので、地域ごとの裁量により対応していくべき。 
＊都市部の待機児童問題は深刻なので対策が必要。しかし安易に認可外保育所を増やすことには不安。 
 公立保育所にもしっかり給付し、施設整備を進めて施設定員の拡大を望む 
＊保育制度や最低基準の見直しは国の専管事項。県内に待機児童がいない。 
 

回答数 13
賛成 0
反対 4
保留 9



18 
 

 
3. 子どもの貧困解消のための予算の増額が必要だと考えるがどうか。 
 

【賛成の主なご意見】 
＊子どもの貧困が、子どもの成長に悪影響をもたらし、それが成人になってからの所得や健康に響いて 
 いる。特に一人親世帯では、子どもの貧困が親の貧困と表裏の関係にあり重点的支援が必要。 
＊未来を担う子供たちが貧困状態にあることは、子ども自身はもちろん、国・地方の将来に多大な影響 
 を及ぼすため、十分な予算に基づく施策の実行が必要であると考える。しかしながら、各種手当の支 
 給・増額といった扶助的施策を充実させるだけでは、子どもの貧困解消に直結するとは必ずしも言え 
 ないため、より効果のある施策となるよう慎重な議論が必要と考える。 
＊家庭における貧富の二極化は深刻。どの子も等しく望ましい環境で生活する権利があるので貧困解消 
のために必要なところに必要な支援が行き届くような増額を。 
＊教育分野に関しては特に配慮すべき。 
 
【反対の主なご意見】 
＊保護者が受給するため、最終的な保護者が使って子どもに行かない場合もある。子どもの貧困対策で 
 はなく、子育てしやすい環境や、虐待時のセーフティネット、家族全体の貧困対策に力を入れるべき 
 ではないか。 
 
【保留の主なご意見】 
＊国は子ども手当てなど、子育てに対して措置をしているが、貧困解消にどのような対応になるかは不 
 明。 
＊予算の内容が不明確。 
＊本来その家族が貧困かどうかの判断がつきにくい。 
＊国の判断により考えられるべき。 
＊子ども手当もらえる分はありがたいが、その他の部分へのしわ寄せや有効に活用されているか疑問に 
 思う点もある。 
＊貧困の定義が難しい。 

＊子ども手当て等で十分な予算措置がなされていると考えている。 

 

＜住宅、教育＞ 

1. 住宅政策として、公営住宅の充実・低所得者への家賃補助制度の導入な
どが必要と考えるがどうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊住宅は重要な生活基盤であり、公平な所得分配の達成や経済の持続的発展の観点からも、公営住宅の

供給という形で、低所得者の居住の安定を図るのことは住宅政策の大きな柱と考えている。 
＊住宅政策として有効。 
 
【反対の主なご意見】 
＊現に公営住宅の供給は、低所得者である住宅困窮者向けに行われてきた。低家賃で供給しており、住 
 宅政策として新たに家賃補助を導入することは考えにくい。 

回答数 13
賛成 5
反対 1
保留 7

回答数 12
賛成 4
反対 2
保留 6
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＊条例による家賃の減免で対応できる。 
 
【保留の主なご意見】 
＊本市市営住宅は住宅に困窮する低所得者への住宅困窮が目的であり、生活困窮者に特化し家賃補助や 
 住宅供給は行っていない。公営住宅はセーフティネットの核。当面は４０年代に供給されたストック 
 の改善・更新や耐震性の改善・今あるストックの適正な維持管理で、公営住宅の充実を図る。 
＊住宅不足とは考えにくく、公的住宅の充実は必要ないが、低所得者が民間の賃貸住宅に入居できる 
 ように支援することで、問題解決につながる。その対策の一つとして家賃補助は有効。 
＊２１年度に公営住宅法施行令が改正さえ、公営住宅の入居収入基準が引き下げられ、また一定の収入 
 を越える入居者への住宅等明け渡し努力義務や明け渡し請求の収入基準も引き下げられた。住宅困窮 
 の低所得者が今までより入居しやすくなっている。しかし、施行後５年間は、既存入居者に関しては 
 新しい適用を猶予されるため、平成２６年度以降、更なる補助制度が必要か考えるべき。 
＊必要であるが財政的に難しい。 
＊既存の公営住宅制度でも、家賃は入居者の所得によって決められている。また本市の公営住宅は５６ 
 ８戸と人口比では県内では上位にある。公営住宅の建設や家賃の負担制度の追加も、多額の財政支出 
 を伴うため、制度設計は慎重な検討が必要。 
＊現在、公営住宅の家賃は入居者の所得に応じて算定しており、今のところその算定額が十分なものと 
 考えられる。 
 
2. 家計における教育費負担軽減のため、制服や教材費、給食費や修学旅行
等課外授業費の公費負担・助成などの予算措置を図る必要があると考えるが、

どうか。 

 
【賛成の主なご意見】 
＊就学援助制度を実施している。 
＊低迷する社会情勢のあおりを受けて、経済的に厳しい過程や母子家庭等に対し、基準を設ければ公費 
 成は必要。 
＊従来から「準要保護児童生徒就学援助費」として予算化している。経済的理由により就学困難と認め 
 られる児童生徒の保護者で、氏が認める収入基準に該当する方に対し、学用品費・通学費、給食費な 
 どを援助している。 
＊低所得者に対しての対応をしていく必要がある。 
＊現在、経済的な理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して学用品費や給食費などを援助する 
 就学援助制度を行っている。今後も予算措置を図る必要はあるが、社会全体の問題として国からの財 
 政援助の充実が必要。 
＊高浜町では経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、要保護、及び準要 
 保護生徒・児童援助費（学用品・給食・修学旅行など）を支給している。 
 
【保留の主なご意見】 
＊要準用保護世帯に対し、教育費の一部を公費にて負担・助成を行っている。 
＊大野市は従前より経済的理由で就学困難な児童・生徒・保護者に対し、学用品や給食費を援助し、支 
 援に努めている。 
＊現在、児童生徒の就学支援については、生活保護法により酔う保護者に順ずる程度の困窮者から申請 

回答数 13
賛成 6
反対 0
保留 7
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 があった場合は学用品・休職・修学旅行費などの助成を行い、負担軽減を図っている。これは国の責 
 任で実施すべき考えている。 
＊市では就学援助を行っており、非課税世帯、児童扶養手当受給世帯等に給食費や学用品費などを援助 
 している。年々対象者が増加していることから、公費助成は必要と考えるが、援助対象経費項目につ 
 いては今後も検討する。 
＊現在、小中学校の児童生徒を対象に、支給要件等あるが、要保護・準要保護児童生徒援助費支給制度  
 を利用することとし、また高校等に就学している生徒を対象とした通学費助成金制度を町独自に設け 
 ている。 
                                     以上 


