
おおば議員：❶ワクワクプラザのような全児
童対象の事業でも、学童保育と一体的に運
用する場合「生活の場」としての機能を担保
できる職員配置や施設基準が必要だが、実
態は足りていないのではないか。❷地域の
自主学童保育や民間の学童保育と連携を
図り、補助金を出すなどの支援も必要だが、
他の自治体と比べ、川崎市はどうなのか？
　　　　　　　　▶つづきは２ページへ
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2022年 第４回川崎市議会定例会
（９月議会・9/2～10/14）で質問しました
（決算審査特別委員会／９月22日・28日）
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しま
す

デートDVの実態調査と若年層等が相談できる窓口を

おおば議員：❶「DVに関する相談件数」は近年増加傾向にあるが「第3
期川崎市DV防止・被害者支援計画」の目標の一つ「DVを許さない社会
づくりの推進」の取り組み状況は？
❷「デートDV防止対策の強化」は、相談件数が2018年をピークに減少
したように見えるが、コロナ禍の影響で見えない部分があるのでは？
❸川崎市助産師会の「妊娠出産SOS相談」には年間140件ほどの相談が
あり、妊娠の不安、LGBT、性虐待など10代、20代の若年層から相談を受
けている。教育機関でのワークショップなど、日常的に学び、話し合える、
切れ目のないの取り組みを強化すべきでは？

川崎市：近年の相談件数増
加については、長期化する
コロナ禍による経済的困窮
や在宅勤務の増加などの
影響がある。「男性の意識
の啓発推進」として男性の
ための電話相談など、「暴力を許さない教育の
推進」では教職員等への情報提供や理解促進、
「デートDV防止対策の強化」では、市内の中学
生以上を対象にデートDⅤ予防啓発ワーク
ショップの実施など、取り組んでいる。

おおば議員：DV予防啓発プログラム支出額は
わずか29万円。学校現場など教育委員会との
連携が必要。また、助産師会から健康教育（性
教育）の推進要望がだされている背景に、隠れ
た被害が多くあると考え、デートDVは実態調査
を行い、10代も相談しやすい窓口の設置など、
被害を未然に防ぐ取り組み強化を要望する。

くらしの
相談センター
なかはら

中原区下小田中1-8-9

相談日は▶祝祭日をのぞく毎週〈火・金〉曜日【10時～16時】

所長  おおば裕子【予約・問合せ】TEL 044-863-6015 / メール sodan.nakahara@gmail.com

●市政・くらしの相談 ●法律相談（事前予約が必要です）

中学校卒業まで拡大！
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こどもの医療費助成制度が

市民のみなさんとの運動で実現。

出典：千葉県＝2022年8月23日現在（県HPより）、埼玉県＝2022年4月1日現在（県HPより）、神奈川県＝2022年度分を反映、
東京都＝2023年度分を反映＊日本共産党川崎市議団調べ
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現在は川崎市だけが こどもの医療費助成制度
１都３県の状況

　90年代から、こどもの医療費助成制度拡充の市民要求に応え、日
本共産党市議団は市議会では、115回取り上げてきました。市民と共
産党の論戦で追い込まれた市長は、2023年度中には中学校卒業まで
の制度拡大と所得制限の撤廃を、9月議会で表明。
　2023年度のいつから実施なのか、一部負担金の撤廃や高校卒業
までの制度拡大など市民要求の実現へあと一押しが必要です。市民
のみなさんと力をあわせ、さらに奮闘します。

　2022年の第４回川崎市議会定例会が9月2日から10月14日まで
の会期で開催されました。おおば裕子議員は9月22日・28日の決算
審査特別委員会・文教分科会で質問に立ちました。

児童虐待対策に助産師・保健師の配置拡充を

おおば議員：❶2021年度、市内の児童虐待
の相談・通告は5,832件、前年度比4.9％増
で、0歳～3歳未満が171件増の2,035件と全
体の34.9％を占めるが見解は？
❷児童相談所と区役所地域見守り支援セン
ターの専門職種配置と雇用形態は？
❸2022年度まで児童福祉司の配置目標86
名は達成されるのか。一人あたりの担当数

は国基準は40件だが、相談件数が増加する
中で増員計画は？
❹乳幼児期の支援強化のためにも保健師・
助産師等の母子保健活動の経験を活かし、
子育て世代包括支援センターの役割を担う
「地域見守り支援センター」や「健康福祉ス
テーション」と連携強化し、各区に助産師・
保健師を増やすべきでは？

川崎市：相談・通告の0歳～3歳未満の割合
が多いのは、早期発見・早期対応に努めて
きた結果の表れではないか。
専門職は、児童相談所では
児童福祉司や児童心理司
のほか、医師や弁護士、警
察の派遣職員等を配置、業
務補助で会計年度任用職
員で相談員等を配置。区役
所地域みまもり支援センター地域支援課で
は、保健師や社会福祉職、心理職等を配置、
再任用短時間勤務職員としてこども教育相
談員を配置。
児童福祉司の配置は、本年4月時点で当初

目標は達成した。件数の増加により4月～9
月の一人あたりの担当数は月平均43件と、
国基準を超えており適正配置に努めたい。
助産師及び保健師の配置は、国がガイドラ
インを作成する予定で、国の動きを注視し
ながら、関係部局と連携し検討する。

おおば議員：児童福祉司等の業務補助に会
計年度任用職員を配置したとのことだが、
業務は重責で、専門性や継続性が求められ、
正規雇用を求める。助産師・保健師の配置
も、国待ちにせず速やかに検討を要望する。

わくわくプラザの充実と民間学童保育に補助金を
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川崎市：市の条例に基づき、児童1人当たり
の面積や放課後児童支援員の配置など、生
活の場として日々の児童の安全確保に努め
ている。配置は登録数ではなく利用頻度に
応じて計算し、今年4月実績は計画の範囲内。
面積基準が足りなければ学校施設の使用
承認などで調整する。
民間放課後児童クラブを子ども・子育て支
援事業計画における放課後児童健全育成
事業の量の見込みに位置づけ、子ども・子育
て支援交付金の対象なのは15市、量の見込
みに位置づけず、補助金を交付するのは2
市、補助金以外の支援は８市。

おおば議員：政令市のほとんどが補助金を
出している。川崎市も補助金を出していくこ
とを強く要望する。
支援員も見込み数ではなく、登録数に合わ
せ増やすべき。
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地域の要求が実現
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＊詳細はWEBで：www.ooba-yuko.jp

小・中学校の給食費無償化は教育基本法の義務教育

おおば議員：❶現在、子育て世帯にとって給
食費の負担は大きく、無償化を求める。❷他
の自治体の事例
に学び、義務教
育の無償という
憲法の要請や、
給食無償化のユ
ネスコ勧告に沿
うべき。

成績要件緩和で一人でも多く、高校奨学金の利用を

決定の手法に疑問。プールを無くす大戸小学校

おおば議員：❶狭隘化に対応する整備に向
け大戸小学校に併設している中央支援学
校大戸教室は、現在あるプールを解体し増
築する計画。整備案には、プール整備の案
も作成されており、短期間でプールを整備
しない検討が行われた。この年に今後の方
針として「学校プールの新設・更新等のニー
ズがある場合、「市民プールの活用」「民間
プールの活用」 「隣接校のプール活用」を検
討することが報告されて唐突に決まった。
決定プロセスに問題がないか。❷地域住民
に意見も聞かず決定するのか？

川崎市：決定過程は所定の会議・検討を経
ており、案件ごとに様々だが、いただいた意
見は参考にし、対応について検討。
水泳授業に限らず、授業手法の見直しは、原
則として、地域への説明は必要ないものと
考える。保護者への説明は、学校と協議。

おおば議員：「地域に
説明は必要ない」と
の答弁には驚く。
非公開の会議で決定する手法も問題だが、
子どもを真ん中にした議論がされていない。
地域で災害時の使用や防災機能も持つ
プールについて、改めて地域の説明の場を
要望する。

１面からつづき

おおば議員：❶高校奨学金制度にある入学
支度金は就学援助認定者であれば利用で
きる制度だが利用できていない生徒がおり、
制度の周知が足りていないのではないか。
❷学年資金は年度途中の利用を許可しない
が、世帯主の死亡や災害などでは緊急採用
できる制度で、相模原市で実施しているよう
にコロナ禍で家計急
変の世帯も災害同様
に認定し、成績を問わ
ず、意欲ある生徒を応
援する制度にすべき。

川崎市：本市の制度は、能力があるにもか
かわらず、経済的理由で就学困難な生徒に
対し奨学金を支給するものなので、住所要
件、所得要件、成績要件は必要な基準。家計
急変世帯などに向け、県の制度などもあり、
今後も国や県の動向を注視しつつ現行制
度を運用する。

おおば議員：奨学金制度の個別での周知を
徹底することを求める。成績要件をなくし柔
軟な対応と、コロナ禍による家計急変も災
害と位置づけ利用できるよう要望する。

川崎市：現在のところ無償化については検
討していない。
学校給食の経費は、食材料費のみを学校給
食費として、保護者の負担としている。

おおば議員：答弁でも憲法やユネスコの理
念を認めているのだから、川崎でも給食無
償化の検討を要望する。

10月22日、『非正規シングル女性の現状とこれから』Part３「コロナ
禍で女性たちの働き方は…」に参加しました。「ルポ貧困女子」な
どの著書があるノンフィクションライター飯島裕子さんの講演で、
①シングルマザー②エッシェンシャルワーカー③派遣労働者④
高齢女性からの実態が紹介され、シングル女性の一人として、私
も身につまされる思いでした。飲食店で働く参加者のNさんは、コ
ロナ禍でいきなりシフトカットされ家賃が払えない状態に。川崎
労働組合に相談し会社と交渉の末、不足分が支払われましたが、

生活できる額ではなく、いま生活保護を利用してい
ます。生きていくために、必死に行動したNさんに励
まされます。飯島さんは言います、「生きづらさ」を見え
る化する。「個人」ではなく「社会」の中で「生きづらさ」
を位置づける。小さくてもいいから声をあげる。大事
です。この声を私はしっかり受け止めていきたい。

上小田中２丁目／雨が降ると水たまりを避ける
こともできない路地。補修してもらいました。

下小中３丁目公園前／カーブミラーが１面し
かなく２面にしてほしいとの要望で実現。しかし
位置が高く、夜にすぐ上の照明がミラーに反射
するため、再度交渉中。

おおば裕子議員の街頭演説で、こどもの医療費助成制度が来年
度中に拡充されると知りました。30年に亘る市民運動と、日本
共産党の議員団の115回の質問や条例提案など、草の根の力で

市政を動かしました。「中卒まで拡充」と「所得制限撤廃」は、少子化
対策にも大きく貢献するでしょう。どんな家庭のこどもでも、お金の心
配なく医療を受けられるよう、次は「一部負担金撤廃」と「高卒までの
拡充」求める市民の声を、市政に届けて欲しいと思います。
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  期待します

H.Wさん
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