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９月議会 

日本共産党市議団の総括質問 
質問者  松本敏子議員 

 

● せめて入院時の所得制限は 

撤廃を 
神奈川県の小児医療費助成では、入院

した場合中学校卒業まで無料としている

が、所得制限が入院にも適用されるため、

所得のわずかな違いが大きな違いとなっ

ている。子どもの入院という保護者の精

神的負担を考えた時、せめて『入院時』

だけでも所得制限をなくすことができな

いものか。それをかなえるにはどれだけ

の予算が必要なのか。 

 

【市長】 「入院時の所得制限撤廃時の

予算は」についてであるが、全体の約７％

が所得制限にかかるものとして、予算と

しては、約２００万円になる。 

 

●病気の子を持つ親のつらい思い 
子育てで、子どもの病気ほど辛いもの

はない。安心して通院できるのは「子育

てしやすい街」の第一条件だと思う。 

子どもが入院することになった若いお

母さんが、所得制限があるためにこれま

で通院のたびに医療費を払い、入院して

も払うのだと目を潤ませていて、精神的

な負担の重さを感じた。 

入院だけの所得制限を取り払うには２

００万円だとのこと。今回６年生までの

拡大で２億円近い予算を組むことにな

る。あと２００万円で、入院しても所得

制限なしで中学生まで無料になるなら、

何とか進めていただきたい。 

 

【市長】  財政的な問題もあり、今回は引き

続きある程度の所得がある家庭には、所得

制限をつけさせていただきたい。今後、撤廃

ができるかどうかについて制度全体や財政

について、できるだろうと見据える事ができ

ればその辺の検討もさせていただきたいと

思っている。 

         

日本共産党議員団の法律相談 

次回は１０月８日（土）です。 

午後１時から  （要予約） 

 

  

小児医療費助成について 

● 所得制限について問う 

今議会に「小児医療費助成を小学

校6年生まで」という議案が出され

たことは大変評価している。私達共

産党議員団は、安心して子育てをす

るには、こどもの医療費は中学卒業

するまで所得制限なしで無料にする

ことが必要であると考えている。 

来年から小学6年生まで無料にな

るが小学１年生からの所得制限は来

年もそのままである。子どもはそれ

ぞれ丈夫な子も病気がちな子もい

る。中には入院を余儀なくされる子

もいる。 

ほんのわずかな所得の違いで子ど

もにかかる医療費が無料になる家庭

と、多額の医療費を払わなくてはな

らない家庭が出ることについて、ど

のようにお考えか。 

 

平塚市営住宅 

ストック総合活用計画から 

● 高齢化する市営住宅の住民への

支援を 
平塚市の高齢化率は 20%を超えたとい

われているが、市営住宅の高齢化率は 30%

を超えている。そのため、市営住宅の住民

だけでは自治会が存続できないという危機

的な状況も出てきている。政策的空家が進

められている岡崎市営住宅では、高齢化は

非常に深刻である。近い将来、敷地内の清

掃もままならないのではと住民も懸念して

いるが、政策的空家の管理・運営に対し、

今後どのような支援をお考えか。 

 

【まちづくり事業部長】 現在、住宅敷地

の清掃等については、入居者が協力し合っ

て環境美化に努めてもらうこととしてい

る。また、政策的空家とその専用庭を含め

住宅の維持管理は、指定管理者の業務とし

て対応しているところであるが、今後、高

齢化の進行と政策空家の増加によって、環

境美化を維持できないようであれば、何ら

かの支援を考える必要があると認識してい

る。 

 

● 独居の高齢者への支援は 
新たな入居者が入らない住宅では独居の

高齢者が多くなった。隣同士のいききもな

くなり、安否確認が重要になってきた。こ

のため普通の市営住宅と、政策的空き家と

して新しい入居者を入れない市営住宅とで

は、別だてでの管理と支援が必要だと思う

が見解を伺いたい。 

 

【まちづくり事業部長】  

指定管理者は今まで以上に 

市営住宅の見回りをこまめにし 

ており、このようななかで今後も対応したい。

住宅地敷地全体の管理については、住民に

お任せするだけではなく、指定管理者は管理 

【市長】これは、所得のある家庭に

は応分の負担をお願いしたいという

考えに基づいてのものである。しか

しながら、この小児医療費の助成に

あっては、所得等、家庭での環境に

関係なく、すべての子どもを対象と

する考えのもとに助成制度を展開し

ている自治体もある。所得制限につ

いては今後、国や県の医療制度の改

正や関係機関からの要望、市の財政

事情などを勘案しつつ対応していき

たい。 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

                                                                   

● 旧五領ヶ台高校の避難所指

定取り消 し後の対応 
五領ヶ台高校が完校して早2年半

になろうとしている。ところが廃校

によって新たに指定された避難所は

川を渡った金目小学校である。金目

川は昔から「暴れ川」と言われ流れ

の強い川である。今の洪水マップで

はその川を渡って避難することにな

っているが、果たして「避難」と言

えるのかというのが住民の思いであ

る。住民の生命尊重の立場から、早

急に川を渡らない新たな避難所の指

定をすべきと考えるが、見解を伺う。 

 

【防災危機管理部長】 それまで同

校を避難所としていた片岡南、千須

谷及び根下自治会の避難所について

は、金目地区自治会連絡協議会と協

議し変更させていただいた。その結

果、千須谷及び根下自治会について

は、金目川を渡った金目小学校が避

難所となった。河川氾濫が逼迫する

前に、避難所への避難誘導を実施す

るが、今後、そのような地域では、

安全な一時的に避難する場所につい

て検討していきたいと考えている。 

 

● 津波避難ビルの発想を全市に 
今、海岸地域で避難ビルを募集し

ているが、この発想をもっと活用し

たらよいと思う。公共施設が市内均

一に設置されているわけではない。

しかし市民が危険を逃れるためには

どの地域でも最良の場所を確保しな

ければならない。先ず、緊急に川を

渡らないで避難できる施設、マンシ

ョン、寺、高台の空き地等と避難協

定を検討したらどうか。 

 

【防災危機管理部長】  ３．１１と台風

１２号があったので、避難所総体につい 

（１面のつづき）者として、市は設置者と

して対応していきたいと考えている。 

 

● 早急に改修工事を 

屋外避難階段の補修工事の計画はど

のようになっているのか。東中原住宅

の避難階段は、現在使われていない。5

階建ての集合住宅であることからも、

安全対策は早急にとるべきと考える

が、見解を伺う。 

 

【まちづくり事業部長】 補修工事計

画の対象は中原子の神住宅1棟、中原上

宿住宅1棟、東中原住宅14棟の計16棟を

対象にしており、このうち補修工事 

を実施したのは、東中原住宅の1棟にと

どまっている。 

今後、外壁改修や屋上防水等の住棟改

修に合わせて年に2棟程度の補修を順

次進めていきたいと考えている。 

 

● 市営住宅に風呂釜設置を 
入浴設備のない住宅を対象に風呂

釜、風呂桶設置の検討が進められてす

でに3年がたとうとしている。現在、ど

のように検討が進んでいるのか伺う。 

 

【まちづくり事業部長】 平成２３年

４月１日現在の住宅管理戸数１６１９

戸のうち、本市が入浴設備を設置した

住宅戸数は２４０戸である。住宅の長

寿命化に重点を置いた修繕の推進具合

を踏まえつつ、今後、設置する場合の

定期的な機器のメンテナンスや更新に

係る経費の増大、未設置の入居者との

バランス等課題を 

整理し、実現 

に向けて検討 

をしていく。 

 

● 平成１０年度に市営住宅の風呂釜

設置が義務付けられている。入居時に

は敷金などの負担がある上に、お風呂

を用意するのに１７万円以上かかる。

入居者の中には、お風呂を設置してい

ない人や、借金してお風呂を設置した

との話しも聞いている。また、東日本

大震災の影響で風呂釜を購入できない

という話も聞いている。今、退居する

方は、「原状回復」でお風呂を撤去し

て出て行っている。使えるものは使い

入居者の負担を軽減すべきと思うが。 

 

【まちづくり事業部長】 もったいないので

何とか活用できないか検討しているところ

だが、課題を解消しなくてはいけないこと

もあり、現状で入居者がつけた風呂につ

いても、全体的にそれを含み検討してい

きたい。 

 

避難所に対する考え方について 

● 実態に即した避難体制を 
住民が公民館に避難するには市役所

に電話をし、市から主事に連絡をして

開けてもらう。一番の地域拠点であり

ながら、近くにいる運営委員も、いざ

という時に機能できない。公民館長や

住民の方々が先ず危険を察知したら夜

中でも公民館を開け、停電の時には発

電機をつけて待っている。こうしたこ

とが住民にとってどんなに安心かと考

えると、公民館の連絡体制を考え直す

べきでは。 

 

【防災危機管理部長】 近隣に在住する

職員が館長さんと連絡して開けるという体

制もあるが、今、気象情報はかなり極所

的な情報が得られるので、早めに事前準

備するようにしている。ただし、住民の方

が危険と思うのと市のギャップが生じると

思うので何時頃連絡するか配備するか併

せて検討していきたい。 

 

てここでもう一度見直ししたいと思ってい

る。そのなかで、先程ご指摘いただいた

点について検討していきたい。公共施設

以外に少し検討する必要があると思って

いる。例えば高いところにある神社とか、

そうした活用ができないか検討していきた

い。 

放射線量測定と除染について 

● ホットスポット対策 
平塚市においても、放射線量を測定

し、安全を確認してきたところである。

しかし、いま、地表から流れた放射性

物質が一か所に集中するホットスポッ

トが問題となっており、子どもの健康

を守る観点から万全を期しておく必要

があるのではないか。 

芝生や滑り台の下、雨どいの下、砂

場といった子どもたちが普通にさわる

部分に危険はないか。小田原市や横

浜・川崎などでは定期的に各場所を測

って市民にお知らせしている。市民・

子どもたちの安全を確認するため、ま

ず測定をしてはどうか。 

 

【環境部長】 平塚市での測定値はす

べて国が示している制限値内であり、

地域間の測定値にも大きな違いが見ら

れなかった。一方、首都圏の一部地域

において局所的に放射線量が高い箇所

があることから、市民の不安解消のた

めにも、放射線量を確認する必要があ

ると考えている。測定にあたっては、

ご指摘いただいた、子どもたちがふれ

る可能性のある場所をいくつか抽出し

たうえで、実施することを考えている。 

なお、今後、原発事 

故処理の状況変化等 

を注視し、必要に応 

じて追加調査も検討 

していくので、ご理 

解をお願いしたい。 

 

 


