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「共謀罪」法案を廃案に
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3 月議会

一般質問（3 月 9 日）

就学援助制度の拡充を！
国も動き出した、町も動き出して！
入学準備にはお金がかかるということで新入学児童生
徒学用品費支給が入学後のため早期支給をしてほしいと
いう声に各地では入学前支給が広まって来た。国からも早
期支給を行うよう町へ通知が来ているはずだ。早期支給を
行ってほしい。

教育長

近隣市町村が早期支給をはじめているのは理解して
いる。当町では 6/1 をもって認定所得が確定するので、し
変えるつもりはない。社協の行っている貸出制度も使われて
いない、制度を使ってほしい。

入学準備にかかるお金が援助金の額と大きく違うとい
う理由で、平成 29 年度、国の予算で要保護世帯（生活保
護世帯）への就学援助の内、新入学児童生徒学用品費の補
助単価を 2 倍に引き上げることとなった。町独自で行っ
ている準要保護世帯へも同じように補助単価の引き上げ
を要望する。
教育長

現段階では考えていないが、今後特別支援
要保護基準額が増額となったら考えていきたい。

要望：子どもの貧困について町は把握しているのか。長
野県では平成 27 年にひとり親世帯に限った調査をした
が、全子ども対象の調査を行うとしている。町としても貧
困の現状を見つける知ることが大切だと思う。声に出せ
ない声を聞こうと思ってほしい。
そして、就学援助の存在や活用を保護者へ丁寧に説明
し制度の周知させてほしい。
タブレット授業の計画

ブルーライトの影響対策は
平成 27 年度地方創生先
行型上乗せ交付金でタブレ
ット 160 台を購入した。辰
野中学校では 150 台設置し
2 クラス一緒に授業で使用
できるようだが、使用目的
及び使用計画は。

戦前・戦中「治安維持法」という思想を取り締まる法
律があました。政府に意見を言ったり反対意見を思った
りするだけで逮捕・投獄された人々がいました。特に「戦
争反対」を口にしただけで特高警察に逮捕され命を落と
した人々がいました。
「蟹工船」で有名な「小林多喜二」
は有名です。現在、テロとは全く無縁な、心の中を処罰
する「共謀罪（テロ等準備罪）法案 」が 5/20 衆院
法務委員会で強行可決されました。オリンピックに向け
たテロを口実に、テロは今ある法律で十分対処できるも
のを、なぜ法制化したいのでしょうか！「政府のするこ
とに文句は許さない」法律を作り、国民を守るための憲
法から国民に国を守らせるための憲法に変えたい！と
いうのが最終目的のようです。今、私達には思想の自由・
表現の自由などが憲法で保障されています、それを私た
ちから奪おうという法案です。
今の政府に、憲法を
守らせることこそ、私
たちの義務「不断の努
力」そのものでしょう。
私達の持っている権利
を奪う法案にきっぱり
と反対の意思表示をし
ないと「いつか来た道」を歩ことになります。
監視社会は許さない！みんなの力で廃案に追いこみま
しょう！
共謀罪学習会案内 ⇒ 裏面

みんなの願い
子ども・障がい者等の
医療費窓口無料の実施を！
国が小学入学前までの子どもに対してペナルティー
の廃止を決めたことで、福祉医療費の窓口無料化に向け
て、今年 1 月から県で「福祉医療費給付事業検討会」
を開催し話し合われている。
「対象年齢を義務育終了ま
で引き上げるべきだ」との意見が出され、今後各市町村
の意見を聞きながら決めて行くとの事だ。対象年齢の拡
大の働きかけを要望する。

めいいっぱいのことはしたいという思い
はある。期待しながら要望して行く。

教育長

自由に外へ出て
使用できる学習ツール
と考えている。先ずは
体育での使用が考えら
れる。学習意欲を高め、
理解や思考を広げる目
的で使用する。

パソコンやタブレットの青い光（ブ
ルーライト）が人体に悪影響を及ぼす
という研究発表がされているようだ、
フィルムを張るなど対策があようだが
町として対策は考えているか。

1 レセプト 500 円の受益者負担があり、福祉医療
費は無料ではない。家庭の経済状況に関係なく医療が
受けられるよう福祉医療制度があるはずだ。住民の要
望に応え、受益者負担金の廃止、本当の無料化を県へ
働きかけを要望する。

教育長

画 面
を暗くして
使用する。

「医療にはお金がかかるんだよ」とわかっ
てもらうために、受益者負担はあっても良いと思
う。県に従っていきたい。

♬

🎶♪

聞いて聴いて私の声
お寄せいただいた地域のみなさんの声です！

3 月 23 日湖周行政事務組合の定例議会があり、議
会全員協議会と議会へ傍聴に行ってきました。全員協
議会は、私一人での傍聴で前回 12 月議会から 3 月現
在までの最終処分場に関する経過報告があり、「慎重か
つ丁寧な説明を行っていく」と板沢地区への建設あり
きの説明でした。議会では 3 名の共産党の議員がそれ
ぞれ「辰野町の理解を得られてからの予算付けでも良
いのではないか。当初予算計上で住民感情をあおるこ
とになると思う」など予算に反対意見も出されました
が。賛成 8・反対 3 で予算承認され建設に向けて動き
出しました。
この 5 月 17 日に待ちに待った白紙撤回を求める住
民運動の新組織「板沢地区最終処分場建設阻止期成同
盟」が立ちあがりました。沢底・平出区の問題にせず
竜東 4 区そして辰野町中で住民運動が広がるよう、私
も一住民として白紙撤回に向け運動をおこなっていき
ます。
白紙撤回に向け頑張ろう！

就学援助金について学習会があったようですが、都合がつ
かず参加できませんでした。その後資料を見せていただきま
した。生活保護を受けている家庭が対象だとばかり思ってい
ました。家も対象家庭かも？夫の給料も上がらず、ボーナス
もあることはあっても気持ち？ほど、子どもが大きくなり塾
も行かせたい・・・でも今の収入じゃ無理です。無料の学習
塾みたいな所が学校から帰ってくる道沿いにあるととって
も助かります。
30 代女性

「ひだまりのおうち」開所！
無料学習塾ではありませんが、様々な理由で「放課後学
童保育へ通わせられない」などの声と、学校の休日に子ど
もが安心して過ごせる場所をつくりたいとの思いから、
小学生ならだれでも集まれる「ひだまりのおうち」を、地
域の子育て中のお母さんと開くこととなりました。
★日時：5 月 25 日（木）午後 3 時～4 時
6 月から、毎月第 2・4 木曜日 午後 3 時～5 時
★場所：上伊那医療生協辰野支部事務所みどり
（住所：辰野町平出 2166）
お借りします(^-^)
★問い合わせ：090-5608-3742（高木）090-4926-2130（瀬戸）
※今後、日程などは要望に合わせて変更して行きます。
無料学習支援や子どもカフェも検討中です。

豊南短大下県道沿い
で毎月行っているサイ
レントスタンディング。
衆院法務委員会での共
謀罪（テロ等準備罪）
法案の採択強行が狙わ
れている状況でのアピ
ール行動。たくさんの
方が車中から手を振っ
てくれました。

上映会

日 時 2017 年７月１５日（土）１２：３０開場
第 1 部 13：00～14：10
第 2 部 14：30～15：50
※終演後、一緒に語り合いましょう♪ 16：00～16：30
会 場 辰野町民会館２階大会議室
協力費 前売り 1,300 円
（第 1 部のみ,第 2 部のみの参加は各 1,000 円）
当日券 1,500 円
（第 1 部のみ,第 2 部のみの参加は各 1,200 円）
高校生以下無料
※託児あり お子様一人 200 円（要予約）

元参議院議員・
「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナール代表
吉川春子さんのお話し。
「慰安婦」は典型的な「女性
への暴力」そして放置されてきた日本人の「慰安婦」
問題。戦後女性の人権が認められた憲法 24 条が改
悪されようとしている。個人から家族制度（家父長
制度）の復活が自民党改憲草案に盛り込まれています。

