請願者の全国組織、全日本

（６５～７４歳の障害認定を

で、６５５自治体から「廃止

くさんの 声で 、９月１ 日時点

ていますが、これは国民のた

す。」と意見を述べ運動され

られる制度をつくるべきで

ら本当に安心して医療を受け

不安。一旦廃止して、そこか

がりするという話しも聞くし

が６０００～７０００円値上

たのか。来年度には、保険料

総選挙に勝つための方便だっ

いう。「廃止」を叫んだのは

選挙が終わったら先送りだと

くれると思っていたのに、総

政権ができたらすぐ廃止して

と鳩山由紀夫氏自身も非難し

区別する信じられない発想」

会等で発言。「７５歳で人を

保の手当てをする。」と委員

もどし、来年度予算要求で国

正する。」「老人保健制度に

どし、医療政策の問題点は是

員は、「一旦老人保 健 法にも

ましたが、この間、民主党議

ない・・ ・という 意見 があり

は問題があるから、元に戻せ

委員会では、「老人保健法」

ことになります。

取り上げ等、実質医療を奪う

格証明書」の発行。 保 険証の

です。）保険料の滞納で、「資

年金者組合篠塚委員長は、
「新 受けた方も対象のひどい中身

を求める意見書」があがって

え、後期高齢者だからと家族

０人が７５歳の誕生日を迎

するから「廃止に変わりない」

る、４年以内に新制度に移行

端、廃止に「まった」をかけ

います。全国で、 毎日４００ ていたのに、政権についた途

から退け者にする保険証が届

●公明党・民主市民クラブが

きます。死ぬまで保険料を取 などと、国民の期待に背を向
られな がら「必要な医療」は けてもらっては困ります。
提供されず、差別されます。

診療報酬の引き下げで、
「病 反対討論をしました。
院」は経 営が成り立た なくな
るため、高齢者を追い出しに
かかる実態が続いています。

「ふれあい入浴サービス、老人
福祉センター・地域交流スペ
ースにおける入浴サービス事
業の継続を求める請願書」
高齢化がすすみ自宅のお風

国は三位一体改革で、自治

体への交付金や負担金を激減

事情を考えると採択できな

は理解するが、川西市の財政

容の請願 が提出され 、 「趣旨

この６月定例会にも同じ内

私達日本共産党は、障がい者

を段階的に廃止しました。

独自の福 祉医療費助成 制度」

市の障が い者「福祉金 」「市

革ＳＲ作戦」と称して、川西

させ、川西市でも「行財政改

い。」という理由で、不採択

的立場を考え、負担を強いる

や家族の方々の経済的・社会

私達日本共産党は、毎年の

改悪には、断固として反対し

になりました。

予算要求で、こども達のいの

てきました。

特に、医療費の負担は、病

ちに経済的な理由で格差をつ

けてはならない、川西市の優

気やケガをしやすい、重度化、

に関わると、「国以上、県以

先課題としてとらえ、財政措

この間、就学前のこどもの

上のことはやらない。」とし

長期化しやすい障がい者の方

す。改修できない家もありま

医療費無料化が近隣の市町で

た市の姿 勢を厳しく 批 判し、

置をするべき、その事が川西

す。生きていくための「衣食

も当たり前になりました。猪

障害の区分で「廃止」しては

には想像を超える大きな負担

住」といいますが、高齢者の

名川町では、所得制限なし。

ならないことも強く訴えてき

市の少子化対策にもつながる

入浴はかかすことのできない

伊丹市では、入院時の給食補

ました。

を強いることになる、いのち

大切なもの、身体を清潔にす

助も。通院補助は、三田市・

と訴え続けています。

るだけではありません。人と

西宮市では、小学校３年生ま

医療費の市独自補助」を求め

呂に入れない方が増えていま

交流することで、心と身体の

で。入院は、中学校卒業ま

る請願は、当然の要求と考え

遅れた「市独自補助」を就学

川西市として優先的に財源

県に「福 祉医療費助成 制度の
でいきいきと地域で活動され

前まで拡充し、安心の子育て

確保をし、独自補助を実現さ

阪神間でも少子化が進んで

今回提出 された「 障がい者
どちらも温まるのです。

で ・・・と ど んどん 自 治体間

ます。議会の総意として兵庫

昨年度は、年間６１０００

格差が広がっています。

人の方が利用、約１５００万
円の決算でした。

るために 、この「入浴 サービ

を応援していけるよう、ぜひ、

せ、自治体としての責務「福

拡充」を求めることが決まり

ス」は廃止ではなく、継続を

この請願を採択していただけ

祉の増進」を果たすよう強く

いる川西市として、余りにも

求め、請願 に 賛成し ま す。

るようお願いして賛成討論と

求めて賛成討論とします。

高齢者が、いつまでも元気

●自治市民クラブは反対討論

します。

ました。

をしました。
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社会・経済状況の中で、「い

国民皆保 険制度の一つで あ

のちと健康を守る」立場で、

る「建設国保」。この厳しい

定期接種化を早期に求める請

その運営を担って尽力されて

この９月定例会、「細菌性

願」を採択、川西市議会の総

いる組合支部。

髄膜炎ワクチンの公費による

意として国に対して意見書を

Ｈ１１年から、年間８００

提出していただいたところで

す。

で、「補助金の見直し」が行

全国的な運動が広がる中、 ００円の運営補助金が支給さ
国への「定期接種化を求める」 れていました。
川西市の行財政改革の中

意見書提出が進んでいます

なわれていることやその経過

が、国の実現をまつ間もこど

たことは問題です。

も達は、その危機に直面して

また、廃止したことの通知

など何の報告もなく廃止され

だけで説明責任を果たしてい

います。

乳幼児の いる家庭に 十 分情報

「ヒブワクチン」について

が伝わるようにすること、経

ません。

市として、請願趣旨にある

済的理由で予防注射が打てな

よう、「組合財政の安定と保

いことがないようにするため

険料の水準維持」の役割を果

対して、その役割を継続する

に、川西市としての独自補助

手立てを取るよう強く求め、

を一歩進めるべきではないで

この近隣では、西宮市や三木

賛成討論とします

たしてきた「運営補助金」に

市が、３０００円の補助。全

しょうか 。

国的には補助年齢や補助額も

大きく違いますが、乳幼児へ

の接種の効果が明らかである

だけに、早期に自治体が独自

助成を行なうことが、国の「定

期接種化」を応援、後押しを

することにつながります。

請願
日本共産党 民主市民クラブ
後期高齢者医療制度の即時廃止の請願

賛成

入浴サービス事業の継続を求める請願

政雲会

公明党

智政会

自治市民クラブ

反対

反対

反対

反対

賛成

賛成

反対

賛成

反対

反対

賛成

反対

賛成

反対
賛成：土田・
小
山・
多久和

賛成：
倉谷・
松田

反対：
越田・
津
田

反対：
宮路・
中礼・
上馬・
久保

賛成

ヒブワクチンへの助成を求める請願

賛成

賛成

就学前の子どもの医療費無料化を求める請願

反対

反対

賛成：
土田・
小
山・
津田

賛成：
上馬・
松田・
宮路・
倉谷

交渉団体無所属

反対：
多久和・
反対：
中礼・
久保
越田
賛成：
土田・
小
山・
津田
建設国保組合運営補助金の継続を求める請願

賛成

賛成：
倉谷

反対：
多久和・ 反対：
上馬・
松田・
越田
宮路・
久保・
中礼
賛成：小山・
土
田・
津田

賛成

障がい者医療費助成制度に関する請願

欠席

反対

反対

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成

賛成：
倉谷・
上馬
反対：
松田、久
保、中礼
退席：
宮路

反対：
越田

反対

意見書

重度障害者医療費助成事業の拡充を求める意見書

賛成

賛成：上馬・
倉谷・
松田・
久保・
中礼

賛成

退席：
宮路
欠席
Ｊ
Ｒ福知山線列車脱線事故の事故調査における情報漏
洩問題に対し真相究明と是正を求める意見書

賛成

反対：上馬・
倉谷・
中礼
松田・
久保・

賛成

賛成

賛成

賛成

退席：
宮路

交渉団体の名称

幹

事

所

長

属

議

員

名

人数

民主市民クラブ

小山敏明

越田謙治郎

安田忠司

津田加代子

土田

政雲会

中礼思無哉

倉谷八千子

上馬

勇

宮路尊士

松田恭男 久保義孝

６人

公明党

岩田秀雄

江見輝男

平岡

譲

大矢根秀明

志水隆司

５人

智政会

西山博大

吉田

吉富幸夫

梶田忠勝

安田末廣

５人

大塚寿夫

進

日本共産党議員団 黒田美智

土谷一郎

住田由之輔

自治市民クラブ

宮坂満貴子

北上哲仁

交渉団体無所属

小西佑佳子

前田

忠 多久和桂子

貢
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６人

４人
３人

