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ようやく実現！

就学援助金制度

貧困対策としてさらなる充実求めて
月から３ 年かけて 生活保 護基準の 引き下げ

を求めて質問しました。
今年
がお こなわれ ます。生 活保護 の引き下 げは 他の 制度
の影 響が懸念 されます 。厚労 省は、保 育料 の免 除な
どは 「できる 限り、そ の影響 が及ばな いよ う対 応す

経済的 に大変 な小・中 学生の 保護者に 対し、学 校
給 食費や学 用品費な どを補 助する就 学援 助制 度が あ
援助 制度に生 活保護基 準の引 き下げを 連動 させ ない

し かし、就 学援助制 度につ いては、 各自 治体 にお
いて 判断する としてい ます。 各務原市 とし て、 就学

る」としています。

り ます。４ 月になれ ば、小 中学校の 新１ 年生 が入 学
ようにすべきです。と、市の考えを聞きました。
市は「連動させない」と応えました。

年 来、入学 準備金を 入学式 前に保護 者に 支給 する よ

生は４万７４００円が支給されます。
ハタノこ うめ議員 は、父 兄からの 依頼 を受 け、 数

布することや、できるだけ多くの広報手段を通じて、

就学 援助が実 施される よう、 更に取り 組み を充 実さ
せる 必要があ る」とし て入学 時や進級 時に 案内 を配

助の 必要な児 童生徒の 保護者 にたいし て、 漏れ なく

文 科省は、 就学援助 制度の 周知方法 につ いて 「援

就学援助制度のお知らせ
全ての学校で進級時に配布を

人 （３月初 め

人、 新小学１年 生

がないようにすることが、市長

行っている。こう言うところに
こそ「横串」を入れて申請漏れ

底することはかたくなに拒否しました。

する と答弁し 、教育委 員会と してすべ ての 学校 に徹

市は、進級時の配布について、学校の判断で実施

教育 委員会と してすべ ての学 校で進級 時に 配布 でき
るようにすべきと質問しました。

毎年の進級時の配布は、学校の判断で配布しており、

就学 援助の趣 旨及び申 請手続 きを周知 徹底 する よう

市は「連動させない」と答弁
ハタノこ うめ議員 はさら なる就学 援助 制度 の充 実

児童扶養手当受給者は就学援助制度の対象者

人が未申請 対策を求める

童扶養受給者数と、就学援助受
給者数を調査しました。すると

ハタノ議員は、小中学生の児

学援助金は受けていないという
保護者がおられました。

童扶養手当は受けているのに就

て案内をしています。しかし児

育て支援課では、児童扶養手当
受給者には就学援助制度につい

になっています。これまでも子

就学援助制度の認定基準には
「児童扶養手当受給者」も対象

把 握 し て い な い と 、 冷 た い 答 弁。 努力すると答弁しました。

を申請をするかどうかは保護者
の判断。受給していない理由は

内は渡している。就学援助制度

市は、児童扶養手当の申請に
見えた方には就学援助制度の案

かと質問しました。

請漏れとなっているのではない

いないことがわかりました。
この 人の子は周知不足で申

いますが、就学援助金は受けて

給者は８２３人です。 人の子
どもが児童扶養手当は受給して

市は、記入例を示し、より分
かりやすいお知らせにするよう

かと質問しました。

るように「チェックシート」を
作成するとかが必要ではないの

請したかどうかチェックができ

申請できるようにするとか、申

ないようにする対策として、児
童扶養手当と就学援助と同時に

援助に確実につなぎ申請漏れが

か、生活が苦しい世帯が受給し
ている児童扶養手当です。就学

の言う「やさしさ」ではないの

小中学生の児童扶養手当受給者
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就学援助金を
生活保護費引下げに連動させない！

時 点）に対 し、入学 準備金 が支給さ れま した 。新 し

新中学１年生

う にと繰り 返し求め てきま した。そ れが 今年 度か ら
実っています。

と して、１ 人当たり 、小学 生は４万 ６０ ０円 、中 学

就学援助 制度の受 給者に は、入学 を準 備す る費 用

服 やカバン 、ジャー ジ、上 履き、ラ ンド セル 等々 、
一時的に多額の出費を余儀なくされます。

式 を迎えま す。新入 生の保 護者は入 学式 まで に、 制

新小・中学生に
入学準備金を２月に支給！

10

求めています。
各 務原市も 様々な手 段でお 知らせし てい ます が、

56

く 入学する 学校で、 楽しく 元気に頑 張っ てほ しい も
のです。

83

は８４６人、一方、就学援助受
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ハタノ議員は、縦割り行政で
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