
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

①①  図図書書館館ににつついいてて  

②②    島島村村市市長長ののママニニフフェェスストト「「88 つつののキキララリリ」」のの中中のの「「整整ええまますす安安全全でで安安心心なな利利用用ししややすすいい公公共共施施設設」」

でで「「手手狭狭ににななっったた図図書書館館をを利利用用ししややすすくく 2222 万万人人都都市市にに相相応応ししいい図図書書館館にに建建替替ええまますす」」とと書書いいててああ

るる。。  

上上尾尾市市図図書書館館のの問問題題点点はは？？  

回回答答  現現図図書書館館本本館館はは昭昭和和 5566 年年にに開開設設さされれ耐耐震震化化のの対対象象ととななっってていいるるととととももにに老老朽朽化化にによよるる大大規規

模模改改修修がが必必要要ととななっってていいるる。。貸貸出出冊冊数数はは大大幅幅にに向向上上ししたたがが、、利利用用者者ににはは、、読読書書活活動動やや調調べべ学学習習をを行行

うう環環境境、、開開架架閲閲覧覧ススペペーーススがが狭狭くく不不便便ををかかけけてていいるるののがが現現状状でで課課題題とと考考ええてていいるる。。  

新新図図書書館館のの構構想想はは？？  

回回答答  現現在在本本館館及及びび分分館館・・公公民民館館図図書書室室ののＣＣＤＤ等等をを含含めめたた資資料料総総数数はは、、約約 5566 万万点点でで、、県県内内 6633 市市町町

中中のの 99 位位だだがが文文部部科科学学省省のの定定めめるる基基準準にによよれればば人人口口規規模模ととししてて約約 1100 万万冊冊がが不不足足ししてていいるる。。ままたた、、

そそのの内内のの 2200 万万冊冊はは閉閉架架ととししてて、、配配架架ででききてていいなないい。。そそれれららをを開開架架すするるたためめののススペペーーススをを確確保保すするる

ににはは現現本本館館のの建建てて替替ええがが必必要要とと考考ええてていいるる。。資資料料のの閲閲覧覧をを心心地地良良いい空空間間ででででききるるこことと、、イインンタターーネネ

ッットト・・デデーータタベベーーススがが使使ええるるココーーナナーー、、親親子子がが本本をを通通ししてて関関わわれれるる児児童童室室、、視視聴聴覚覚障障害害者者ののササポポーー

トト室室、、十十分分なな駐駐車車場場、、駐駐輪輪場場のの確確保保ななどど利利便便性性をを兼兼ねね備備ええたた新新図図書書館館をを想想定定ししてていいききたたいい。。立立地地条条

件件はは、、十十分分なな空空間間をを想想定定ししたた場場合合にに中中心心市市街街地地にに土土地地をを確確保保すするるここととのの難難ししささももあありり、、候候補補地地のの範範

囲囲をを拡拡大大ししてて検検討討ししてていいるる。。  

意意見見  総総務務省省はは、、88 月月 2288 日日今今年年 33 月月末末時時点点のの日日本本のの総総人人口口がが 11 億億 22,,663399 万万 33,,667799 人人だだっったたとと発発表表

ししたた。。前前年年かからら 2266 万万 66,,000044 人人のの減減。。44 年年連連続続のの人人口口減減。。昨昨年年度度生生ままれれたた子子どどももはは、、110022 万万 99,,443333

人人。。前前年年度度比比 22 万万 112200 人人減減。。過過去去最最少少。。上上尾尾市市のの人人口口ももここのの 55 年年間間でで 22,,118866 人人増増加加ししたたがが、、00～～1144

歳歳のの人人口口はは 11,,112288 人人減減少少ししてていいるる。。年年金金・・医医療療のの社社会会保保障障のの問問題題、、経経済済のの停停滞滞等等全全てて少少子子化化にに起起因因

ししてていいるる。。少少子子化化対対策策はは、、我我がが国国のの喫喫緊緊のの課課題題ででああるる。。  

上上尾尾市市もも子子育育ててしし易易いい街街ととししてて若若者者にに住住んんででももららいい、、子子どどももをを産産んんででももららうう。。そそのの子子どどももがが健健全全でで

知知的的でで情情緒緒豊豊なな子子にに育育つつたためめににもも 2222 万万都都市市にに相相応応ししいい図図書書館館がが市市長長のの公公約約通通りり必必要要。。  

幼幼少少期期かからら図図書書にに囲囲ままれれてて育育っったた子子がが中中学学・・高高校校のの受受験験期期はは静静かかなな環環境境のの自自習習室室ががあありり、、大大学学・・社社

会会人人ととななっっててもも学学習習やや研研究究ののででききるる環環境境ののああるる図図書書館館がが必必要要ででああるる。。ややががててそそのの若若者者がが学学習習環環境境のの

良良いい上上尾尾でで自自分分もも親親ににななっってて子子育育ててををししたたいいとと思思ううよよううににななるるとと思思ううかかららででああるる。。  

学習室の充実は？  

回回答答  閲閲覧覧席席・・学学習習室室・・パパソソココンン利利用用席席ななどど、、余余裕裕ののああるる席席数数をを確確保保しし、、滞滞在在性性ののああるる施施設設のの充充実実

をを図図るるここととがが新新図図書書館館建建設設のの構構想想とと考考ええてていいるる。。  

意意見見  私私はは、、88 月月 77 日日（（土土））にに高高崎崎市市立立榛榛名名図図書書館館をを視視察察ししたた。。障障害害者者ののたためめのの地地域域支支援援活活動動セセンン

タターー、、児児童童館館とと図図書書館館のの複複合合施施設設。。視視察察理理由由はは、、66 月月議議会会ででもも取取りり上上げげたた夏夏休休みみ中中、、小小学学低低学学年年のの

子子をを預預けけるる場場所所ががなないいパパーートト勤勤務務ののおお母母ささんんがが児児童童館館とと図図書書館館のの複複合合施施設設なならら安安心心ししてて子子どどももをを

送送りり出出せせるるとと思思っったたかかららででああるる。。  

児童館と図書館の複合施設は良いと思うが市の見解は？ 

回回答答  新新図図書書館館のの建建設設をを検検討討すするる中中でで、、図図書書館館をを核核ととしし教教育育関関連連施施設設ななどどをを集集約約・・連連携携すするるここととでで

市市民民ササーービビススのの更更ななるる向向上上がが目目指指せせるるよようう検検討討ししてていいききたたいい。。  

⇒⇒  私私はは、、近近隣隣のの市市町町村村のの図図書書館館でで指指定定管管理理者者制制度度をを導導入入ししてていいるる伊伊奈奈町町図図書書館館をを訪訪れれ館館長長のの窪窪田田

ささんんかかららおお話話ししをを伺伺っったた。。伊伊奈奈町町でではは、、平平成成 2211 年年度度かからら図図書書館館流流通通セセンンタターー（（ＴＴＲＲＣＣ））にに管管理理をを

委委託託。。予予算算をを 11 千千万万減減。。開開館館時時間間がが 22 時時間間延延長長。。開開館館日日数数 1188 日日増増。。蔵蔵書書 11000000 冊冊増増。。  

上尾市図書館の指定管理者制度の導入についてどのように考えているのか？ 

回回答答  指指定定管管理理者者制制度度はは、、住住民民ササーービビススのの向向上上やや経経費費削削減減をを図図るるここととがが目目的的だだがが、、ココスストト面面でではは第第

66 次次行行政政改改革革大大綱綱のの取取りり組組みみ以以降降、、図図書書館館本本館館、、分分館館等等のの窓窓口口業業務務のの民民間間委委託託をを推推進進しし、、経経費費のの削削

減減にに努努めめてていいるる。。公公立立図図書書館館はは、、図図書書館館法法でで学学校校教教育育のの援援助助、、家家庭庭教教育育のの向向上上にに留留意意しし、、所所蔵蔵資資料料

のの選選書書ややレレフファァレレンンススのの専専門門性性とと、、ササーービビススをを長長期期的的にに安安定定ししたた形形でで市市民民にに提提供供ででききるるよよううなな運運営営

体体制制がが求求めめらられれてていいるる。。ここれれららのの役役割割がが指指定定管管理理者者制制度度のの中中でで、、どどののよよううにに生生かかさされれるるののかか、、図図書書

館館はは教教育育機機関関ででああるるここととをを踏踏ままええてて研研究究ししてていいききたたいい。。  

②学習支援教室について 
  意意見見  22001122 年年厚厚生生労労働働省省はは、、1177 歳歳以以下下のの「「子子どどもものの貧貧困困率率」」はは、、1133..77％％でで OOEECCDD 加加盟盟国国 3300 かか国国

中中ワワーースストト 1122 位位ででああるるとと発発表表。。貧貧困困状状態態ににああるる日日本本のの子子どどもものの割割合合はは、、66 人人にに 11 人人とと増増加加傾傾向向でで

先先進進国国間間のの比比較較ででもも深深刻刻なな状状況況とと言言わわれれるる。。貧貧困困のの目目安安はは、、厚厚生生労労働働省省にによよるるとと年年間間収収入入かからら税税金金

やや社社会会保保険険料料をを引引いいたた「「実実際際にに使使ええるる金金額額」」がが 44 人人世世帯帯でで 225500 万万、、33 人人でで 221177 万万円円以以下下をを言言うう。。

22001133 年年 66 月月 1199 日日参参院院でで「「子子どどもものの貧貧困困対対策策法法」」がが可可決決成成立立。。大大人人のの貧貧困困はは、、本本人人のの努努力力不不足足ももああ

っってて全全てて社社会会のの責責任任ででははなないい。。ままたた、、年年収収 55,,000000 万万をを超超ええるるおお笑笑いい芸芸人人のの母母親親がが生生活活保保護護をを受受けけてて

いいたたとといいうう人人ととししててのの矜矜持持をを疑疑わわれれるる事事件件ももああっったた。。ししかかしし、、子子どどもものの貧貧困困はは、、子子どどももにに罪罪ははなないい。。

貧貧困困ががゆゆええにに満満足足なな教教育育をを受受けけるる事事がが出出来来ななかかっったた為為にに就就職職がが出出来来ずず、、ややががてて生生活活保保護護。。ここのの負負のの

連連鎖鎖をを断断ちち切切りりたたいい。。  

子どもの貧困と負の連鎖。子どもの貧困対策についての市の基本的理念は？ 

回回答答  上上尾尾市市のの子子どどもものの貧貧困困率率はは、、平平成成 2255 年年 44 月月現現在在のの中中学学生生以以下下のの要要保保護護者者数数はは、、00..5577％％準準要要

保保護護者者数数はは、、44..6611％％。。生生活活保保護護受受給給者者はは年年々々増増加加ししてておおりり、、生生活活保保護護世世帯帯のの子子どどももがが大大人人ににななっってて

再再びび保保護護をを受受けけるる「「貧貧困困のの連連鎖鎖」」がが大大ききなな社社会会問問題題ととななっってていいるる。。「「貧貧困困のの連連鎖鎖」」のの発発生生ににはは学学歴歴

とと相相関関関関係係ががあありり、、高高校校へへのの進進学学・・卒卒業業をを通通じじてて、、安安定定ししたた就就職職にに結結びびつつけけてていいくくここととがが重重要要とと考考

ええてていいるる。。今今後後埼埼玉玉県県がが「「子子どどもものの貧貧困困対対策策法法」」にに基基づづきき「「子子どどもものの貧貧困困対対策策計計画画」」をを策策定定すするる予予

定定ででああるる。。  

生活保護世帯教育支援（アスポート）事業は、上尾市ではどのように実施されているのか？ 

上尾市議会議員 鈴木 茂 議会報告 NO,９ 平成 25 年 10 月 

－１－                                        －２－ 

【 鈴木 茂 プロフィール 】 
・昭和３０年生れ。  
・大石小・中学校、熊谷高等学校、明治大学法学部卒業。 
・大宮市立（現さいたま市）春里・泰平・指扇中学校教諭。 
・大石小・中学校 PTA 会長。 
・上尾私立幼稚園協会副会長。 
・全埼玉私立幼稚園連合会理事。 
【 現在 】 
・上尾市議会議員 文教経済常任委員会所属 
・(学)浅間台幼稚園園長 
・(社)特別養護老人ホーム｢パストーン浅間台｣理事長 
・上尾市幼児教育振興協議会委員 

 

 

 みなさん今日は、上尾市議会議員 鈴木 茂です。8 月 28 日から 9 月 18 日まで 

上尾市議会定例 9 月議会が開かれていました。私、鈴木茂は、9 月 11 日に市政に対す

る一般質問（5 回目）を致しましたので報告させて戴きます。 

 

問い合わせ先 後援会事務所 〒362-0073 上尾市浅間台２－１８－３ 

TEL 048-771-7656 FAX 048-774-5880 E-mall info@asamadai.ed.jp 

浅間台幼稚園 〒362-0076 上尾市弁財２－５－３ TEL 048-774-1046 



回回答答  子子どどもも本本人人とと保保護護者者のの同同意意をを得得たたううええでで、、ケケーーススワワーーカカーーととアアススポポーートト支支援援員員がが家家庭庭訪訪問問をを

しし、、対対象象者者のの状状況況をを把把握握しし、、学学習習教教室室へへのの利利用用をを案案内内ししてていいるる。。アアススポポーートト教教育育支支援援事事業業がが開開始始ささ

れれたた当当初初はは、、学学習習教教室室のの会会場場がが、、熊熊谷谷やや北北本本だだっったたたためめ利利用用者者はは伸伸びびずず数数名名だだっったた。。上上尾尾市市かからら県県

にに対対ししてて、、子子どどももたたちちがが通通いいややすすいい市市内内にに学学習習教教室室のの設設置置要要望望ををおおここななっったた結結果果、、平平成成 2244 年年 55 月月

かからら、、介介護護老老人人福福祉祉施施設設「「パパスストトーーンン浅浅間間台台」」をを会会場場にに週週 22 回回夕夕方方のの 66 時時かからら 88 時時ままでで学学習習支支援援教教

室室をを開開催催ししてていいるる。。  

アスポート事業に参加している人数は、何人か？ 

回回答答  平平成成 2244 年年度度のの対対象象者者 5566 名名のの内内、、参参加加者者数数はは、、中中学学 11 年年生生 33 名名、、中中学学 22 年年生生 66 名名、、中中学学 33

年年生生 77 名名のの合合計計 1166 名名。。学学習習教教室室参参加加者者のの高高校校へへのの進進学学率率はは、、9900..99％％。。ままたた、、今今年年度度よよりり、、桶桶川川市市

ににああるる教教室室でで、、高高校校中中退退者者をを減減ららすすたためめ、、高高校校生生対対象象のの教教室室もも開開催催しし、、高高校校 11 年年生生 22 名名、、高高校校 33

年年生生 11 名名がが参参加加ししてていいるる。。  

意意見見  私私はは、、そそのの教教室室をを訪訪れれ責責任任者者のの方方かかららおお話話をを伺伺っったた、、実実績績がが上上ががっっててききてておおりり、、いいわわゆゆるる偏偏

差差値値のの高高いい高高校校へへ進進学学すするる子子もも増増ええててききたたととのの事事。。桶桶川川かからら自自転転車車でで来来るる子子、、原原市市かからら電電車車をを乗乗りり

継継いいでで 11 時時間間ももかかけけててややっってて来来るる生生徒徒ももいいるるととのの事事。。駅駅のの東東側側ににももうう一一かか所所ああれればば便便利利だだとと思思うう。。  

さいたま市では、7 つの区役所の会議室で学習支援事業を行っているが、なぜ可能なのか？ 

回回答答  ささいいたたまま市市でではは、、埼埼玉玉県県がが学学習習支支援援をを開開始始ししたた後後のの昨昨年年 55 月月にに事事業業ををススタターートトしし、、昨昨年年度度はは

55 箇箇所所、、今今年年度度はは 77 箇箇所所でで開開かかれれてていいるる。。ささいいたたまま市市はは政政令令指指定定都都市市ののたためめ、、独独自自のの予予算算をを儲儲けけ、、

ＮＮＰＰＯＯ法法人人がが受受託託しし区区役役所所やや公公民民館館でで学学習習支支援援教教室室をを実実施施ししてていいるる。。    

上尾市でも学習支援教室を複数にすべきと考えるが市の見解は？ 

回回答答  上上尾尾市市ににおおけけるる要要保保護護者者世世帯帯のの中中学学生生にに対対すするる学学習習教教室室参参加加者者数数のの割割合合はは、、2288..5577％％ささいいたた

まま市市のの割割合合はは、、2233..8866％％。。上上尾尾のの学学習習教教室室参参加加者者はは県県内内のの他他のの自自治治体体よよりりもも多多いい状状況況だだがが、、参参加加者者

数数のの状状況況をを見見ななががらら埼埼玉玉県県にに対対しし、、上上尾尾市市内内ででのの教教室室設設置置のの増増加加をを要要望望ししてていいききたたいい。。  

再質問：「学習教室の参加者数」が対象者 56 名のうち 16 名で割合は、28.57％。残念ながら 7 割

の子が参加していない。少しでも負の連鎖を断ち切るために、もう少し参加者を増やすべき。そ

のために市は、具体的にどのような取り組みをしようとしているのか？ 

回回答答  今今後後はは、、生生活活保保護護決決定定時時にに教教育育支支援援事事業業ののパパンンフフレレッットトをを配配布布しし学学習習支支援援教教室室をを広広くく周周知知しし、、

担担当当ケケーーススワワーーカカーーががアアススポポーートト支支援援員員とと一一緒緒にに訪訪問問しし、、学学習習教教室室のの意意義義をを粘粘りり強強くく説説明明しし参参加加をを

促促進進ししてていいききたたいい。。  

再質問：これは、福祉政策で福祉部の仕事、教育委員会とは別。しかし実際に子どもがいるのは

学校。学校の担任の先生と連絡を取り合って参加していない子に声を掛けてもらう等の方法があ

った方が良いのでは？ 
  

回回答答  学学校校ととのの連連携携もも重重要要。。今今後後ははアアススポポーートト教教育育支支援援員員とと学学校校のの担担任任とと連連携携しし、、情情報報をを共共有有すするる

よようう進進めめてていいくく。。  

上尾市の就学援助数は、どのくらいか、また増減はどうなっているのか？ 

回回答答  平平成成 2244 年年度度、、小小学学校校でで 993399 人人、、中中学学校校でで 664400 人人。。55 年年前前とと比比較較すするるとと、、小小学学校校でで 6699 人人、、

中中学学校校でで 117766 人人、、全全体体でで 224455 人人増増加加ししてていいるる。。  

再質問：就学援助（準用保護）の家庭にも無料の学習教室を開設すべきと考えるが市の見解は？ 

回回答答  準準用用保保護護世世帯帯のの児児童童生生徒徒がが特特定定さされれなないいよようう配配慮慮ししななけけれればばななららなないいななどどのの課課題題ががあありり、、現現

段段階階ででのの実実施施はは難難ししいい。。  

要要望望  ここのの回回答答でではは、、子子どどもものの貧貧困困対対策策法法第第 55 条条「「地地方方公公共共団団体体のの責責務務」」やや第第 1144 条条「「教教育育及及びび教教

育育費費にに関関すするる支支援援」」にに反反ししててししままうう。。私私はは、、昨昨年年のの 66 月月初初めめててのの一一般般質質問問でで豊豊後後高高田田市市がが無無料料でで学学

習習教教室室をを開開いいてていいるる事事をを紹紹介介ししたた。。ささいいたたまま市市ででもも土土曜曜チチャャレレンンジジススククーールルでで無無料料でで勉勉強強をを教教ええてて  

  

いいるるととのの事事。。ささいいたたまま市市のの様様子子をを見見学学後後再再度度質質問問ししたたいい。。いいずずれれににししててもも、、子子どどもものの貧貧困困対対策策法法のの

精精神神かからら鑑鑑みみ、、福福祉祉とと教教育育がが一一体体ととななっっててここのの問問題題にに取取りり組組んんででももららいいたたいい。。  

③ 社会保障制度について 

意意見見  我我がが国国はは世世界界でで類類をを見見なないい大大変変なな少少子子高高齢齢化化社社会会をを迎迎ええてていいるる。。6655歳歳以以上上のの人人口口はは 2244..44%%。。

1155~~6644 歳歳のの生生産産年年齢齢人人口口はは 77,,889955 万万人人でで人人口口にに占占めめるる割割合合もも過過去去最最少少のの 6622..4477%%。。1100 年年前前はは生生産産年年

齢齢人人口口 33..5566 人人でで 11 人人のの高高齢齢者者をを支支ええるる社社会会構構造造かからら現現在在はは、、22..5566 人人でで 11 人人をを支支ええるる社社会会構構造造にに変変

わわっっててききてていいるる。。我我がが国国のの社社会会保保障障制制度度はは毎毎年年 11 兆兆円円ずずつつ増増加加。。ここののままままでで我我がが国国のの社社会会保保障障制制度度

はは維維持持可可能能ななののかか、、私私はは非非常常にに危危惧惧ししてていいるる。。  

少子高齢化社会における社会保障制度についての市の基本的考え方は？ 

回回答答  国国ににおおいいてて少少子子高高齢齢社社会会ににおおけけるる持持続続可可能能なな制制度度をを確確立立すするるたためめ、、ささままざざままなな議議論論ががななさされれ

てていいるる。。ここううししたた状状況況をを注注視視ししてていいくく。。  

上尾市の国民年金の納付状況は？ 

回回答答  市市はは法法定定受受託託事事務務のの中中でで協協力力連連携携事事務務ととししてて、、納納付付督督励励やや前前納納勧勧奨奨等等をを行行っってていいるる。。上上尾尾市市

ににおおけけるる平平成成 2244 年年度度のの国国民民年年金金保保険険料料のの納納付付率率はは、、5577..77%%でで、、埼埼玉玉県県平平均均のの 5555..55%%をを若若干干上上回回っっ

てていいるる状状況況。。  

意意見見  国国民民年年金金のの半半分分はは税税ででままかかななわわれれるる民民間間保保険険ででははあありりええなないい「「おお得得なな制制度度」」ででああるる。。ししかかしし、、

厚厚生生労労働働省省のの調調査査でではは、、3333..44%%ししかか知知ららずず、、66 年年前前かからら 77 ポポイインントト低低下下。。来来年年度度のの消消費費増増税税ののううちち

約約 11%%はは、、年年金金にに投投じじらられれるる。。無無念念金金ににななれればば税税のの支支払払損損。。一一方方、、国国民民年年金金未未納納者者ののののううちち、、民民間間

のの個個人人年年金金加加入入者者がが 88..66%%ももいいてて国国民民年年金金ととほほぼぼ同同額額のの月月平平均均 11 万万 44 千千円円のの保保険険料料をを払払っってていいるる。。

無無年年金金者者やや低低年年金金者者はは、、ややががてて生生活活保保護護へへととつつななががりり市市のの財財政政負負担担をを増増すす。。  

無年金者を出さないために市はどのような政策を取っているのか？ 

回回答答  平平成成 1199 年年のの旧旧社社会会保保険険庁庁のの調調査査でではは、、将将来来的的にに無無年年金金ととななるる人人がが 1188 万万人人とと推推定定。。市市でではは法法

定定免免除除該該当当者者にに個個別別通通知知にによよるる免免除除勧勧奨奨やや年年金金制制度度のの周周知知にに努努めめてていいるる。。  

市市のの年年金金制制度度周周知知方方法法はは？？  

回回答答  広広報報誌誌ややホホーームムペペーージジへへのの掲掲載載、、イイベベンントト会会場場ででののちちららしし配配布布やや全全世世帯帯へへのの回回覧覧。。今今年年度度のの

ああげげおお産産業業祭祭にに、、初初めめてて大大宮宮年年金金事事務務所所とと共共同同にによよりり、、年年金金記記録録のの再再確確認認とと国国民民年年金金制制度度のの啓啓発発をを

目目的的ととししてて出出展展をを予予定定ししてていいるる。。  

上上尾尾市市のの国国民民健健康康保保険険のの現現状状はは？？ 

回回答答  平平成成２２４４年年度度国国民民健健康康保保険険税税のの決決算算額額はは 5511 億億 77,,550022 万万 88 千千円円、、歳歳入入全全体体のの 2222%%。。国国・・県県支支

出出金金、、一一般般会会計計かかららのの繰繰入入金金はは、、77 億億 33,,991122 万万 99 千千円円。。法法定定繰繰りり入入れれ分分をを除除いいたたいいわわゆゆるる「「財財源源補補

ててんん分分」」がが 88,,881111 万万 88 千千円円でで、、実実質質はは赤赤字字とと考考ええらられれるる。。歳歳出出でではは、、全全体体のの 7700%%をを占占めめるる保保険険給給付付

費費のの決決算算額額はは 115511 億億 88,,880044 万万 55 千千円円、、前前年年度度比比 11..22%%増増。。伸伸びび率率はは緩緩ややかかににななっっててききてていいるるがが、、今今

後後もも増増加加傾傾向向はは続続くくとと予予想想さされれるる。。  

上尾市は、どのようにして国民健康保険の健全運営に努めようとしているのか？ 

回回答答  ジジュュネネリリッックク医医薬薬品品のの使使用用促促進進、、特特定定健健康康診診査査・・特特定定保保健健指指導導のの受受診診率率向向上上にに取取りり組組んんででいい

るる。。33 月月ににジジュュネネリリッックク医医薬薬品品にに変変更更可可能能なな医医薬薬品品をを利利用用ししてていいるる被被保保険険者者にに対対ししてて、、ジジュュネネリリッッ

クク医医薬薬品品にに変変ええたた場場合合のの差差額額をを知知ららせせるる「「ジジュュネネリリッックク医医薬薬品品利利用用差差額額通通知知書書」」をを発発送送ししたた。。特特定定

健健康康受受診診率率はは 5500%%。。特特定定保保健健指指導導はは 3300%%のの達達成成をを目目指指しし、、電電話話等等にによよるる受受診診勧勧奨奨をを予予定定。。重重複複・・

頻頻回回受受診診はは、、医医療療費費通通知知にに重重複複受受診診にに関関すするる注注意意喚喚起起文文ををいいれれてていいるる。。  

エエピピロローーググ：：私私はは今今回回のの一一般般質質問問でで、、図図書書館館・・学学習習支支援援教教室室・・社社会会保保障障制制度度のの三三点点ににつついいてて、、私私のの

意意見見をを述述べべななががらら市市のの見見解解をを尋尋ねねままししたた。。今今後後もも子子育育てて・・教教育育・・福福祉祉をを中中心心にに活活動動ししてて行行ここううとと考考

ええてていいまますす。。ごご意意見見・・ごご感感想想ををおお聞聞かかせせ戴戴けけれればば幸幸いいでですす。。  

－３－                                        －４－ 


