行政の役割は子どもたちが

３月市議会では︑７種類︑９団体・個人から
請願が提出されました︒日本共産党は全ての請

反対

反対
賛成

反対

反対

反対

反対

反対

反対
賛成

反対

反対

反対

反対

反対

反対

たすところまで来ているとい

されたら学校運営に支障をき

ましたが︑もうこれ以上削減

す︒これまでも削減されてき

しないでほしいと言うことで

３つ 目は︑教 育予算を削 減

の対策が強く求められます︒

のみであります︒特に夏場で

外は緑台中学校と川西小学校

で対応していますが︑それ以

室は南部では航空機騒音対策

て来ました︒しかし︑普通教

すが︑特別教室には設置され

２つ目は︑空調機の完備で

必要なことは明らかです︒

の速さで対策を講じることが

れており︑他都市の２・３倍

県下ワースト４位と大変おく

現在 ︑川西市 の耐震化率 は

民の強い願いでもあります︒

校建物の耐震化早期実現は市

には住民の避難場所となる学

す場所であり︑いざと言う時

どもたちが一日の大半を過ご

発生するかわかりません︒子

の早期実現です︒地震はいつ

１つ には︑学 校建物耐震 化

安心して学べる教育環境を整

反対
教育予算増額、ゆきとどいた教育求
める請願
物価に見合う年金引き上げ求める
請願

賛成
米軍への思いやり予算廃止求める
請願

うことです︒
２００３年度から始まった

宝塚市では通院は５歳ま

に予算が削られると父母負担

ると聞き及んでいます︒さら

ンを使わずストーブにしてい

電気代を節約するためエアコ

刷用紙が確保できないとか︑

る学校では学級通信をだす印

費 図,書購入費など学校運営に
欠かせない必要経費です︒あ

備品費や学校修繕費︑水光熱

る各学校への配分金は︑教材

うものです︒教育予算におけ

１０％〜８％を削減すると言

〜９２％の限度枠を設定し︑

年度は︑前年度予算の９０％

務教育が終了する中学卒業ま

ども日本共産党は︑せめて義

化対策が叫ばれています︒私

です︒少子高齢化が進み少子

入院は小学６年生までが無料

在︑通院については０歳だけ︑

とが伺われます︒川西市は現

に市民の要望が非常に強いこ

され続けています︒それだけ

療費無料化を求める請願が出

を求め︑修学前の子どもの医

す︒この間︑助成制度の拡充

択されてから２年半になりま

医療費助成制度﹂の請願が採

０６ 年９月議 会で﹁乳幼 児

にすると不必要な支出を招

のバランスもある﹂﹁﹁無料

たが︑﹁主旨はわかる︑財政

に﹂という意見も出されまし

まちづくりを﹂﹁川西は 施(策 )
が遅れている︑もっと積極的

﹁川西に住みたいといわれる

ています︒請願審査の中では︑

均や近隣都市の水準を下回っ

市はこどもの出生率は全国平

中学卒業まで無料です︒川西

院は小学３年生まで︑入院は

はありません︒三田市では通

６年生まで無料で︑所得制限

院は就学前まで︑入院は小学

料です︒また猪名川町では通

で︑入院は小学６年生まで無

になるのではと危惧されてい

で︑医療費を無料にすること

く﹂﹁行政改革の暁には﹂と

総額管理枠配分方式で︑２１

ます︒

を求めています︒
先の請願審査の中では︑
﹁請

でも︑どこでも医療が受けら

的に拡充すべきだということ

川西の子育て支援策を積極

いった意見がだされ︑残念な

由で請願は不採択となってい

れるようにすることが行政に

を今一度︑議会の意思として

経済的理由で医療が受けら

ます︒市民の声を行政に届け

求められています︒本来なら

示すことが出来るよう訴えま

がら請願は不採択となりまし

るのは議会の重要な役割で

国が率先してやるべき内容で

して賛成討論とします︒

願主旨は理解するが難しい﹂︑

す︒議会の意思を示して︑子

すが︑住民の願いを受け︑地

れないということがないよう

どもたちが安心して心豊かに

方自治体がさまざまな支援策

﹁限られた予算の中で︑今は

学べる環境をつくろうではあ

をとり施策の充実がおこなわ

た︒

りませんか︒財政問題を云う

れています︒請願にも示され

にすべきだと考えます︒何時

ならもっと見直すべきところ

ているように︑近隣都市にお

ガマンする時期だ﹂などの理

があります︒それは行政がや

いは伊丹市で通院は就学前ま
料です︒

で︑入院は小学６年生まで無

るべき問題です︒
未来をつくる子どもたちの
ために︑請願主旨に賛同し採
択されるよう呼びかけさせて
いただき賛成討論とします︒

ご意見・ご要望をお聞かせ下さい

願の紹介議員になり︑採択に努力しました︒自

就学前のこどもの医療費無料化求
賛成
反対
反対
反対
反対
反対
反対
める請願
◎「県立川西高校の募集停止を行わないことを求める請願」は全員一致で意見書を提出することになりました
◎「気候保護法」制定を国に求める請願書は全員一致で意見書を提出することになりました
◎健康保険法による日雇特例被保険者が当該保険で医療の給付を受けることが出来ない際に、福祉医療の助成を求
める請願については継続して審査することになりました

備することだと考えます︒

請願態度

民・民主・公明は４請願に反対しました
智政会 自治市民ク 清和緑風会
北上・小西
反対 賛成、宮坂
反対
反対
公明党
日本共産党連合市民ク 政雲会
名
願
請
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ソリンの高騰には大変な目に
す︒川西において生活保護を

どころが﹁生活保護制度﹂で

昨年︑夏から秋にかけてのガ 勘定にいれたり︑年金引き上げ が生活するための最後のより

は国が責任持ってやるべきで

ます︒せめてその水準８万円

生活保護基準を下回ってい

にストップをかける要素を引

あいました︒これが始まりで︑ き入れたためです︒

先頭に立ってやっていくのが

うか︒皆さんの優しい気持ち︑

もともと生活保護制度は自
するというのが趣旨です︒と

市民の暮らしを守りたい気持

働者が増える中で労働者の賃
も多くなっており年金引き上

ころが実態はそうはなってい

われわれ議員ではないでしょ

げ要素がありません︒

金は下がる一方です︒派遣切り 立するまでの間︑公的に支援

また︑物価スライド制では賃 受給する６５歳以上の割合が はないでしょうか︒将来にわ
穀物類の高騰︑それらに連動し
て︑石油製品︑生鮮食品などが 金の上昇率を加味することに ４０％ ０７年４１．２％ を超 たっても安心して暮らせる制
(
)
度こそが望まれます︒それを
なりましたから︑いま非正規労 えています︒

これはまだ記憶に新しいの

がりがありました︒

委員会審査の状況をお聞き ものによっては２倍もの値上
しておりました︒
﹁お金の心配なく暮らして
いきたい﹂﹁安心した年金制 ではないでしょうか︒
ガソリンの値段は元に戻っ

ちを前面に出していただき︑

請願を採択すべく心から呼び

かけるものです︒

６ 月 市議 会は ５月 ２９ 日

招集日で始まります︒

●請願提出は６月４日１０時

が締め切りです︒

・５月２９日︵金︶

市長︑議案提案

公務員給与削減の人事院

勧告問題が論議されます

・６月１０日︵水︶

一般質問

・６月１１日︵木︶

一般質問

・６月１２日︵金︶

一般質問

・６月１５日︵月︶

総務常任委員会

・６月１６日︵火︶

文教公企常任委員会

・６月１７日︵水︶

厚生経済常任委員会

・６月１８日︵木︶

建設常任委員会

・６月２４日︵水︶

最終本会議︑議案表決

傍聴に是非お越し下さい

本会議・委員会は午前 １０

時〜です︒

自由に傍聴できます︒

ご意見・ご要望をお聞かせ下さい

度を求めたい﹂﹁生活保護︑

プアの大量出現など︑１０００

人数
６人
６人
５人
４人
４人
３人
2人

所 属 議員 名
安田忠司 津田加代子 土田 忠 多久和桂子
上馬 勇 中礼思無哉 松田恭男 宮路尊士
平岡 譲 大矢根秀明 志水隆司
土谷一郎 大塚寿夫
梶田忠勝 安田末廣
北上哲仁

しかしよくよく考えれば︑年 ない︒就労の機会が今後もて
子育て支援︑職を失った人た たものの︑毎日の食材など以前
ちの問題がある﹂﹁国民年金 より若干高止まりで推移して 金改定で取り入れた変動要素 ない人々のよりどころとなっ
が低い﹂など︑委員のやさし いるものもあります︒この中で は︑年金生活者の実態に直接か ているのです︒特に今の経済

を得ない状況が顕著に生まれ

くなり︑生活保護を頼らざる

さがにじむような言葉が語ら 年金生活者も暮らしているの かわるものではなく︑年金の引 状況の下で︑これまでは家族
れました︒その優しい気持ち です︒物価高が直接生活に影響 き上げを阻止する働きをして の支援で何とか生活できてい
で政治を遂行できればきっと しているのです︒この経済状況 います︒現に０９年度改定予定 た人も︑家族からの支援がな
では︑総務省１月３０日発表

下げ︑負担増で１年間に１３兆 で︑０８年度消費者物価指数

いい社会ができるとも感じま とこの間の公的サービス引き
した︒

しかし一方では﹁平等の名 円も国民は負担を増やされま １．４％増加︑名目賃金上昇率 ています︒しかも生活保護に
の下の不平等﹂﹁今の財政状 した︒１人当たり１０万円にな ０．９％といずれも上昇の指数 かかる費用のうち国は７５％
況で採択するのはどうか﹂
﹁物 ります︒低所得者ほど負担割合 が出ているにもかかわらず年 市は２５％負担しています︒
金引き上げは行わない方向に
市にとっても大変な負担を
価の上昇で変えるのは国民に は高いのです︒
この間年金は︑２０００年か なっています︒おかしいです 担うことになるのです︒国の
理解が得られない﹂﹁景気対
策に効果があるが︑これひと ら０２年までは据え置き０３︐ ね︒それは先ほどのマクロ経済 年金制度を充実させること
つ採択しても難しい﹂﹁バラ ０４︐０６年は引き下げ︑０５︐ スライド制︑物価スライド制の が︑市にとっても財政的に助
ンスから︑子育て支援︑雇用 ０７︐０８年は据え置きの状況 ためであり︑それとともに２０ かるのではないでしょうか︒
の促進をしていかねば﹂など︑ です︒特に０７年など物価が上 ００から０２年に物価が下が ここもしっかりと見ておく必

低年金者︑無年金者︑派遣・
をかける人たちの減少を加味

万人を超えた年収２００万円

高です︒

請願者の請願趣旨になんら応 がったにもかかわらず据え置 ったけれど年金は据え置いた 要があります︒
えることのない発言もありま かれています︒なぜでしょう︒ という過去のことを持ち出し︑ 国民年金受給者は４０ 年間
した︒国民の︑住民のくらし それは０４年の年金改革で︑単 引き下げしなかった１．７％分 かけても月額６万６千円が最

済スライド制といって︑公的年

を守ることにそんなに後ろ向 純に物価の変動で年金の増減 の物価下落分を相殺するとし
きでいいのか︑と問いたくも を決めるのではなく︑マクロ経 たのです︒
なりました︒

したり︑高齢者の平均余命を

以下の生活困難者︒この国民

金被保険者減少率︑つまり年金 期間工の雇い止め︑ワーキング

﹁伸びたから﹂というものを

副議長： 吉田 進 監査委員： 北上哲仁

議長： 宮路尊士
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交渉団体名
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公明党
岩田秀男 江見輝男
日本共産党
黒田美智 住田由之輔
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