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はじめに 

 

 草津市同和対策施策見直し検討委員会（以下「委員会」）は、平成２２年５

月草津市長から、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する

法律（以下「地対財特法」）」（昭和６２年法律第２２号）失効後も、今日まで継

続している同和対策施策について、全般的に見直すように諮問を受けました。 

その目的は、同和問題の早期解決に向けた視点で、施策の一般施策化、施策

の社会的合意、公平性等の観点から、これまでの「同和対策施策の根本的な見

直し」を行うことでした。 

 委員会では、審議に先立って市内の関係４地区の視察を行い、地区の歴史、

現状と課題等について説明を受けました。 

また、委員会では、地区住民の皆さんから、生活や福祉についての要望、人

権のまちづくりについての展望も具体的に語っていただきました。 

そして、委員会では、平成２０年度に実施された「同和問題に関する市民意

識調査」および「地域福祉と人権のまちづくり総合実態調査」の結果について

も、資料に基づいて詳しい報告を受けました。 

 審議にあたりましては、討議の内容を深めるため、福祉・就労部会と教育・

その他部会の二つの専門部会に分かれて行いました。両部会でそれぞれ審議を

重ね、種々検討を行った結果、「個人給付的施策」、「特別対策施策」について、

下記のとおり見直し案を取りまとめましたので、ここに答申します。 

 市においては、この答申を尊重し、同和問題の早期解決に向けて、課題とな

っている教育、啓発等について、なお一層努力されることを期待します。 

 また、関係者においても、全国水平社以来の伝統的な基本精神である「自力・

自闘（自分たちで力を付け、自分たちで立ち上がる）」を基本にして、リーダー

の人材育成を図りながら、部落の完全解放に向けて努力されることを心から切

望します。 

 すべての住民が生きがいを感じ、明るい展望をもてる世の中にすること、そ

れが私たちの共通の目標であります。 
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１ 委員会設置の意義について 

 

 ⑴ 設置の経緯 

   草津市では、「地対財特法」が平成１４年３月末をもって失効したあとも、

同和対策施策として継続してきた事業について、社会や時代の変化に適合

した是正措置を実施し、今後の新しい方向を見定めるため、委員会を設置

しました。 

設置にあたりましては、同和問題の解決が国民的課題であることから、

市民とともに考えるために、すべての関係資料を公開し、市民にも委員会

に参画していただきました。（資料１参照） 

 

  ・委員会の設置           平成２２年４月１日 

  

  ・委員の委嘱            平成２２年５月１１日 

 

・第１回会議            平成２２年５月２６日 

 委員会       計５回開催 

 専門部会 

     福祉・就労部会  計３回開催 

     教育・その他部会 計４回開催 

    （詳細は資料２参照） 

 

  ・市長への答申           平成２２年１２月２７日 

 

 ⑵ 設置の目的 

   草津市では、同和地区住民の自立自尊意識の向上と生活のより一層の安

定を図ることを目的に、教育、福祉、就労等の課題の残る分野において、「個

人給付的施策」として１２事業、「特別対策施策」として１２事業を経過措

置として実施してまいりましたが、これらの同和対策施策について、今日

的な視点で改めて点検を行い、必要な改善および見直しを行うことを定め

ました。 
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２ 検討の進め方について 

 

  本委員会は、５月から１２月までの８か月にわたり、草津市としての自主

性、主体性をもちながら、市民全体への情報流通の透明性・公平性を配慮し、

社会的施策の公正・中立性の確保を図りながら討議してまいりました。さら

に、同和問題の歴史的経過を踏まえて、今日的な視点で検証を行い、個人給

付的施策および特別対策施策の今後の施策の方向性を取りまとめました。 

 

 ⑴ 検討に当たって心がけた内容 

  ① 同和地区の歴史を改めて勉強する。 

  ② 同和地区のフィールドワークおよび地区住民の願いや思いを聞く。 

  ③ 議論を深めるため、二つの専門部会を設置する。 

  ④ 委員の構成については、学識経験者、各種団体の代表、当事者（草津

市同和事業促進協議会からの代表）、公募の市民にも参画いただき総合的

に議論する。 

  ⑤ 会議は全市民に公開とする。 

 

 ⑵ 会議の運営等の状況（資料２参照） 

   第１回会議において、「会議の運営について」と「検討の進め方」を審議

しました。第２回、第３回会議では、４地区を視察し、部落の歴史を学び、

地区住民の願いや思いを聴き、生活環境等の実態について理解を深めまし

た。特に地区住民の声として、「私たちは、施策を欲しいと思ってません。

差別をなくしてほしいんです。」という言葉が強く印象に残っています。 

また、各施策の具体的な方向性の審議につきましては、福祉・就労部会、

教育・その他部会の二つの専門部会を設置し、担当職員の出席を求め、委員

からの質問や担当職員からの意見陳述等を行い、委員の施策への理解を深め

た上で、今後の方向性について審議を行いました。 

第４回会議では、各専門部会からの審議の経過や結果の報告をしました。

また、見直しの結論として終期を設定するものについて、２年の終期を設定

しました。最後に、第５回会議で答申の取りまとめを行いました。 
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３ 見直しの視点について 

 

  見直しにあたっては、市民への説明責任を果たすため、次の三つの視点を

念頭において、見直しを進めました。 

 

⑴ 同和問題の解決につながっているか、また有効な施策かどうか 

   草津市では「地対財特法」失効後も、経過措置として、教育、福祉、就

労等の課題の残る分野において、各種の同和対策施策を継続してきました

が、これらの施策が同和問題の解決につながっているのか、有効な施策と

して機能しているのか、今日まで施策の取組の実情から判断をして見直す。 

 

⑵ 市民に理解の得られる施策かどうか 

   市が行う施策については、法令等に基づいて、行政としての自主性と主

体性をもって公平に行われること（公平の原則）が必要です。 

市民の価値観が多様化している中で、現在の同和対策施策を継続してい

くためには、多くの市民の理解がどうしても必要であり、各施策について、

市民の理解が得られているのか、多面的な角度から判断をして見直す。 

 

⑶ 一般施策として対応できる施策かどうか 

   草津市としては、すでに平成１８年１０月の「同和行政の取組姿勢につ

いて」においても、一般施策への移行等を基本に見直しを進める方向性が

示されています。 

   現在、実施されている施策の中で、施策の対象者を絞り込んだ中で、市

民生活の現状に適した内容で、一般施策として事業展開できるものがない

のか、広く市民生活を支える事業として継承できるかどうか、財政力も考

慮し、前向きな判断をして見直す。 
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４ 同和対策施策の見直し結果について 

 

  委員会で審議の対象となりました個人給付的施策１２施策および特別対策

施策１０施策について、見直しをしました結果は以下の通りです。 

 

【 個人給付的施策について 】 

 

１ 保育料減免 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ２，４３２，２５０円 

  歴史的、社会的な理由により、生活環境の安定向上が阻害されている同和

地区内住民の保護者に対して、保育料の減免措置を講じることで、乳幼児の

福祉増進と保護者の就労確保に寄与することを目的としている。 

保育所に入所した同和地区の児童の保護者に対して、所得階層により、３

５％または４０％の保育料の減免を行っているものです。 

 

＜結論＞ 

  平成２３年度末まで現施策を継続し、その間、低所得者に限定するなど、

一般施策化に向けての条件整備を行い、平成２４年度から一般施策化すべき

である。 

 

＜理由＞ 

  保護者負担を軽減するため、保育料については、市は既に国の基準額より

一般施策として軽減措置を実施していることから、さらに上乗せした減免措

置については原則廃止すべきである。 

地域や対象者を特定した事業は、公平の原則から、廃止すべきものと判断す

る。ただし、低所得世帯に対する子育て支援の観点から、保育料の減免の範囲

を検討し、平成２４年度から一般施策化すべきと考える。 

 

 

２ 特別敬老祝金支給 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 １，４１０，０００円 

  同和対策事業として環境整備が進められる中、生活環境は年々改善されて

きたが、部落差別により、現役時代に不安定な就労を余儀なくされたため、
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老後は、一般地区の高齢者と比較して、相対的に同和地区の高齢者は低所得

であった。このことから、同和地区に居住する高齢者の長寿を祝い、敬意を

表し、地域福祉の推進を図るため、一般施策で実施している長寿祝金ととも

に特別敬老祝金５，０００円を支給しているものです。 

 

＜結論＞ 

  平成２２年度をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

  平成２２年度から一般施策として実施されている長寿祝金が、対象者と支

給額が大幅に縮小されたことから、地域や対象者を特定した当該事業は、公

平の原則から、廃止すべきものと判断する。 

 

 

３ 重度心身障害者（児）福祉医療費助成 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ５０７，６４８円 

  高度経済成長のなかで、医療費の上昇が、社会的、経済的に弱い立場にあ

る者にとって、経済的・精神的に大きな負担となったことを受けて、滋賀県

において、昭和４８年１０月１日に福祉医療費助成制度が創設された。市に

おいても県の制度を一部拡大し、市の単独制度として実施し、医療費にかか

る負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図るものである。 

  同和地区住民で身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者手帳４級に該当

する者（所得制限あり）の医療費を助成しているものです。 

  

＜結論＞ 

 平成２４年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

重度心身障害者（児・老人）福祉医療費助成制度は、身体障害者手帳３級保

持者までを対象として、市と県の一般施策としての助成事業がある。この事業

に連動した市独自の制度として、地域や対象者を特定した当該事業については、

公平の原則から、廃止すべきものと判断する。 
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４ 重度心身障害老人福祉医療費助成 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ８０７，４０１円 

  昭和５８年２月１日に老人保健法が施行され、今まで医療費負担がなかっ

た７０歳以上の者に、医療費の一部負担が発生することになったことから、

その一部負担金を助成し、医療費にかかる負担を軽減し、保健の向上と福祉

の増進を図るものである。 

  同和地区住民で後期高齢者医療制度の該当者で身体障害者手帳の交付を受

け、身体障害者手帳４級に該当する者（所得制限あり）の医療費を助成して

いるものです。 

  

＜結論＞ 

  平成２４年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

重度心身障害者（児・老人）福祉医療費助成制度は、身体障害者手帳３級保

持者までを対象として、市と県の一般施策としての助成事業がある。この事業

に連動した市独自の制度として、地域や対象者を特定した当該事業については、

公平の原則から、廃止すべきものと判断する。 

 

 

５ 精神障害者精神科通院医療費助成 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ２８，５８３円 

  精神障害者の家族会からの要望等により、平成１４年８月１日から県制度

とて、精神障害者保健福祉手帳１級および２級所持者に対して、精神科通院

医療費の助成制度が創設された。市においても県の制度を一部拡大し、市の

単独制度として実施し、医療費にかかる負担を軽減し、保健の向上と福祉の

増進を図るものである。 

  同和地区住民で精神障害者保健福祉手帳３級を所持し、自立支援医療（精

神通院医療）の受給者（所得制限あり）の医療費を助成しているものです。 

  

＜結論＞ 

  平成２４年度末をもって廃止すべきである。 
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＜理由＞ 

精神障害者精神科通院医療費助成事業は、精神福祉手帳２級までの自立支援

医療（精神通院）受給者を対象として、市と県の一般施策としての助成事業が

ある。この事業に連動した市独自の制度として、地域や対象者を特定した当該

事業は、公平の原則から、廃止すべきものと判断する。 

 

 

６ 老人福祉医療費助成 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ３，１３６，５５９円 

高度経済成長のなかで、医療費の上昇が、社会的、経済的に弱い立場にある

者にとって、経済的・精神的に大きな負担となったことを受けて、滋賀県にお

いて、昭和４８年１０月１日に福祉医療費助成制度が創設された。市において

も県の制度を一部拡大し、市の単独制度として実施し、医療費にかかる負担を

軽減し、保健の向上と福祉の増進を図るものである。 

  同和地区住民で６５歳から６９歳までの方（所得制限あり）の医療費を助

成しているものです。 

  

＜結論＞ 

  制度の年次切り替え時期となる平成２３年７月末で廃止すべきである。た

だし、現に受給されている方については、７０歳になるまで経過措置を講じ

るべきである。 

 

＜理由＞ 

老人福祉医療費助成事業は、県制度による一般施策として、住民税非課税世

帯に対する助成事業があり、この事業に連動した市独自の制度として、地域や

対象者を特定した事業については、公平の原則から、廃止すべきものと判断す

る。 

 

 

７ 自動車運転免許取得補助 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ３，１１３，４００円 

  長い間の就職差別により不安定就労者が多い実態に鑑み、同和地区住民の

就労の安定を図るため、自動車運転免許を自己資金で取得することが困難で

ある者に対し、必要基本経費の３分の２を限度として補助しているものです。 
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＜結論＞ 

  平成２４年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

運転免許は、あくまで就職するためのひとつの条件であり、免許を持ってい

ても、必ずしも仕事につけるものでもない。補助額も高額であり、地域や対象

者を特定した当該事業は、公平の原則から、廃止すべきものと判断する。 

 

 

８ 職業訓練受講奨励金支給 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 １２７，６００円 

長い間の就職差別により不安定就労者が多い実態に鑑み、同和地区住民で、

経済的により職業訓練等を継続して受けることが困難な者（所得制限あり）に

対し、職業訓練等経費の５分の４（上限額：２０万円）を支給しているもので

す。 

 

＜結論＞ 

  平成２４年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

地域や対象者を特定した事業は、公平の原則から、廃止すべきものと判断す

る。 

 

  なお、上記の「自動車運転免許取得補助」および「職業訓練受講奨励金支

給」については、今日の経済状況、就労状況を考えた場合、就労困難者に対

する新たな一般施策としての就労支援施策の導入について検討すべきと考え

る。 

 

 

９ 修学援助資金給付 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ３，９５３，４００円 

  社会に貢献しうる有為な人材を育成するため、同和地区住民で、学校教育

法に規定する高等専門学校、専修学校、大学に修学しようとする者で、就学

することが経済的に困難な者（保護者の所得制限あり）に対し修学援助金を
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給付しているものである。 

 

＜結論＞ 

  平成２４年度末をもって廃止すべきである。ただし、最終年度の給付対象

者については、修学を終了するまで、経過措置を講じるべきである。 

 

＜理由＞ 

  昭和４７年から当該施策を実施してきて進学率も一般地区との較差が縮小

してきており、所期の目的は達成したと考える。 

地域や対象者を特定した事業は、公平の原則から、廃止すべきものと判断す

る。 

 

 

１０ 固定資産税（都市計画税）減免 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 １１，２４０，５００円 

  昭和４８年度より、同和地区住民が、厳しい部落差別によって教育や就労

の機会均等が完全に保障されていなかった結果、所得が低い状態におかれ、

生活の安定が困難であった実態に加え、環境改善事業の実施に伴う住環境整

備や持家制度の促進等により、急激に上昇する固定資産税の負担を軽減する

ため実施してきた。制度開始以降、対象となる資産や減免率等の見直しが行

われ、現行の制度では、同和地区に住所を有する者のうち、当該地域内に所

有する固定資産（居住用資産および農地のみ、事業用資産をのぞく。）に対す

る固定資産税（都市計画税）を３０％減免しているものです。 

 

＜結論＞ 

  段階的に制度を縮小し、平成２４年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

  環境改善事業の実施に伴う住環境整備や持家制度の促進等による急激に上

昇する固定資産税の激変緩和措置として実施してきた。その制度の主旨から

して、この施策は役割を終えたと考える。 

また、地域や対象者を特定した事業は、地方税法の趣旨である「固定資産税

は固定資産そのものの価値に着目して、所有者に課税するものである」ことや

「同一価値の固定資産を所有者によって異なる税負担を求めることは適当で

はない」、「減免は徴収猶予や納期限の延長等によって救済されない場合の措
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置」であることに鑑み、公平な税負担の原則からも、廃止すべきものと判断す

る。 

なお、当部会の付帯意見としては次のとおりである。 

・納税に係る相談については、個々の具体的なケースに応じて、相談に応じ

るなどきめ細かな対応をすること。 

 

 

１１ 生活安定資金貸付 

 

＜事業概要＞ 平成２１年の決算額 ６，１５０，７５０円 

  就労の安定を欠く同和地区の低所得世帯者を対象に、一時的に資金を必要

とするとき、各地区生活安定資金利用者組合を通じて、生活安定資金を貸し

付けるものです。 

 

＜結論＞ 

関係団体と協議しながら段階的に縮小し、平成２４年度末をもって廃止すべ

きである。 

 

＜理由＞ 

地域や対象者を特定した事業は、公平の原則から、廃止すべきものと判断す

る。 

  廃止するにあたり、当該制度の利用者に対して、他の貸付制度などの紹介

や手続き方法など周知に努めることが望まれます。 

 

 

１２ 中小企業者支払利子補給補助 

 

＜事業概要＞ 平成１７年度から休止中 

  同和地区に居住する中小企業者の育成を図るため、市・県の公的制度融資

の利用事業者で、約定通り返済している者に対し、その支払利子の一部を補

助しているものです。 

 

＜結論＞ 

  平成２２年度をもって廃止すべきである。 
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＜理由＞ 

  現在、当該施策の利用者が１名であり、平成２２年１１月で利子の返済が

完了した。今日の低金利時代において、この施策は不要と考える。なお、経

済情勢が変わり、高金利となったことを想定し休止という意見もあったが、

その時点で、その時代に応じた施策を一般施策として検討すべきである。 

 

 

 

【 特別対策施策について 】 

 

１ 自主活動事業 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ６，７５８，０００円 

  部落解放のための意欲および実践力を養うため、差別による格差や心理的

差別の解消に向け、確かな学力をつけ教育上の課題を解決を図るため、また、

共に支え合い、差別に負けない仲間づくりをすすめるため、同和地区の児童

および生徒を対象に、教育集会所、隣保館において、自主的な仲間づくり活

動および学習活動の指導を行っているものです。 

 

＜結論＞ 

  継続すべきである。なお、一般施策に向けて、対象の範囲を広げるととも

に、地域におけるボランティア等による自主活動事業の運営を視野に入れる

など、自主自立を図るための人材の育成が望まれる。 

 

＜理由＞ 

  魅力のある自主活動事業にしていくには、対象の範囲を広げるとともに、

教師だけでなく、自主活動の経験のあるＯＢなどボランティアを活用し、地

域の自主自立を図っていくための運営が望まれる。このことから、対象範囲

の検討とボランティアの指導者の育成が急務であると考える。 

 

 

２ 訪宅指導 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 １，５９６，０００円 

  同和地区の児童および生徒の家庭を訪問し、児童等の生活実態、教育上の

諸問題等について指導をしているものです。 
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＜結論＞ 

  訪宅の内容や対象を見直し、一般施策として継承すべきである。なお、謝

金については廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

  同和地区の児童・生徒だけでなく、一般地域においても、学校や家庭で課

題のある児童・生徒について、子どもの背景にある家庭環境等を把握してい

くことが必要と考える。このような児童・生徒を指導していくのは、教育の

一環であり、一般施策化が望まれることから、昭和５７年９月に制定されて

いる「訪宅指導指針」を見直して、一般施策化して対応していくことが必要

である。 

 

 

３ 自主活動学級促進事業 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ４５７，５５２円 

  バス通学の導入により自主活動学級への参加の促進を図るため、遠距離通

学をする児童に対する通学費補助の自己負担額の２分の１を補助しているも

のです。 

 

＜結論＞ 

  平成２４年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

  自主活動学級への参加促進を図るためには、児童、生徒がより魅力を感じ

る内容のカリキュラム編成や運営を工夫すべきと考える。したがって、当該

事業の効果や、公平の原則から廃止すべきものと判断する。 

  

 

４ 通学支援事業に伴う新田会館前バス停管理業務 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ６００，０００円 

  平成１７年度に草津市通学支援事業が開始されましたことに伴い、「新田町

教育を考える会」にバス停の管理を委託しているものです。 
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＜結論＞ 

  保護者の協力を得る方向で調整し、速やかに廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

周辺の道路整備によって、バス停留所付近の交通量は当該事業開始時と比較

し激減した状況にある。また、児童の通学時の安全確保は、保護者と地域のボ

ランティアなどで対応すべきものであると考える。今後は、保護者の協力や子

どもたちを地域で守る仕組み作りが必要である。 

 

 

５ 住民交流啓発事業委託 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ８，４００，０００円 

  同和問題の解決に向けた諸事業の展開について、草津市同和事業促進協議

会に委託しているものです。 

 

＜結論＞ 

  関係団体と調整して委託事業の内容を見直し、委託業務を縮小し、効果的

な事業展開をすべきである。 

 

＜理由＞ 

  関係団体に再委託している状況から、今後、委託内容の変更や縮小を含め

事業の適正化について十分検討し、同和問題の解決に向け、さらに周辺地域

を含めた事業展開をすべきと考える。 

 

 

６ 分譲地残地等における住民駐車場貸付 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ８９６，５４０円 

  環境改善整備事業等で生じた事業残地等を、地域での不法駐車対策として、

特別に配慮した貸付基準により安価な価格で、町内会用駐車場として貸し付

けているものです。 

 

＜結論＞ 

  普通財産貸付基準に基づき貸し付けるべきである。 
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＜理由＞ 

貸付にあたっては、公平の原則から、一般地区と同じ貸付基準により貸付す

べきである。 

  なお、駐車場の管理運営等については、地元町内会と十分協議が必要であ

る。 

 

 

７ 隣保館での各種講座実施時の材料費等経費の公費補助事業 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度決算額 ４９７，０００円 

  過去の同和地区に対する差別により、教育環境や就労環境が悪化したこと

や地区外の講座を受講することが困難な状況におかれた経緯から、教育的文

化的事業に積極的に参加できる機会を提供するため、隣保館事業の各種講座

において、同和地区住民が受講される場合、材料費等経費の３分の１を補助

しているものです。 

 

＜結論＞ 

  平成２２年度末をもって廃止すべきである。 

 

＜理由＞ 

  同じ講座に参加していながら地区住民は３分の１の補助、地区外住民は全

額自己負担であると差をつけることは、公平の原則から、廃止すべきものと

判断する。講座が開始されて以来、三十数年が経過しますが、最近は参加者

が固定化するなど課題もでてきている。今後は、隣保館をもっと活性化し、

多くの方が参加していただけるような魅力ある事業として再構築されること

が必要である。 

 

 

８ 家庭支援推進保育士配置 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度 保育士８名加配 

  児童の福祉の増進を図るため、同和地区の児童および家庭環境に配慮を必

要とする児童の保育所等に対して保育士を加配しているものです。 

 

＜結論＞ 

  課題のある児童に対する家庭支援推進保育士として、引き続き継続すべき
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である。 

 

＜理由＞ 

当該事業は、地域や対象者を特定した事業として実施されてきたが、この制

度の趣旨は、家庭に課題のある児童に対して、市域全体の保育の向上と市民生

活の福祉の向上に役立つ制度として位置付けられることから、一般施策化され

ている現在の事業を引き続き継続すべきものであると考える。 

 

 

９ 市立幼稚園同和教育加配教員配置 

 

＜事業概要＞ 平成２１年度 幼稚園教諭４名加配 

  市内の３園（老上幼稚園、山田幼稚園、常盤幼稚園）に、同和教育を推進

するため、幼稚園教諭を加配しているものです。 

 

＜結論＞ 

  課題のある子どもに対する家庭支援推進教員として名称を改め、一般施策

化すべきである。 

 

＜理由＞ 

当該事業は、地域や対象者を特定した事業として実施されてきたが、「９ 家

庭支援推進保育士配置」と同様に、一般施策として発展的に継承すべきもので

あると考える。 

 

 

１０ 旧地域改善向公営住宅の入居 

 

＜事業概要＞ 

  旧地域改善向公営住宅入居の募集にあたり、一般公募をしないで、同和向

け公営住宅として、同和地区住民のうち住宅に困窮している者を対象に募集

をしているものです。 

 

＜結論＞ 

  地域改善向けの目的を廃止し、一般公募で募集すべきである。 
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＜理由＞ 

  一般の公営住宅と同和向け公営住宅の応募倍率を比較すると、一般公営の

倍率は高く、入居しにくい状況にある。昨今の経済状況や住宅事情からして、

同和地区内の同和向け公営住宅の公平性の観点から一般施策化すべきものと

判断する。 

 

 

 

５ その他 

 

 審議案件の取り下げ 

 

  「就労対策推進事業（大型共同作業場）」 

  「住宅集会所管理」 

 

  上記の２施策については、関係団体と協議して、今後の方向性を決めるこ

とになりました。 

 


