予算

対案示し
値上げ中止を要求
︱ 党市議団
今回の税率改正では︑国

保医療分は据え置きし︑第

値上げ中止を求めました︒
市民部長は︑﹁税率改正

す︒
議員は︑もっと市民の暮ら

後期高齢者医療保険料は︑ し に つ い て 議 論 し て ほ し
い﹂との声も寄せられてい

一 人 当 た り 2 9 8 1 円︵ 平

をしないことを目的にした
ます︒

夫婦二人世帯なら︑毎月

5452円となります︒老
採択という総務常任委員会

保税値上げ中止の陳情を不

長崎市や熊本市などと比べ
て民生費は最低︑土木費は
最高で︑福祉・教育に重点
的と言えるでしょうか︒

や国保税の値上げを押さえ
ていくための対策などにつ
いては︑どのような議論さ
れたのでしょか﹂という党
議員の質問に︑常任委員長
からはまともな答弁はあり
ませんでした︒市議会中継
を視聴していた市民からは︑
﹁市民の代表である市議会

社会保障と税の一体改革
﹁必要不可欠﹂と市長答弁
民主党政権は︑﹁社会保
障と税の一体改革﹂といい
ながら︑年金額の削減や︑
支給開始年齢の先延ばし︑
医療費の窓口負担増などを
すすめ︑消費税を ％に引
き上げようとしています︒
反対の意思を国に表明する
考えを求めました︒
市長は︑﹁﹃ 社会保障と税
の一体改革﹄は︑必要不可
欠であると認識﹂と答弁︒
民主党・野田政権と同じ考
えといえるのではないで

TPPに参加をすれば食料
自給率を ％まで押し下げ
ると試算されるように︑ま
ず︑第一次産業に大打撃を

小中学校適正配置の
基本計画が︑地域の思
いに応えないまま進め
られています︒地域の
中心である学校をなく
せば︑地域の絆もなく
なっていきます︒未来
の宝である子ども達の
ための教育予算を減ら
すことは許せません︒
︵Ｎ・Ｈ︶

傍聴席

べて賛成しました︒

属議員は︑執行部提案にす

れた議案も︑他会派・無所

医療保険料の値上げが含ま

介護保険料・後期高齢者

値上げオール賛成の
他会派・無所属議員

一般会計からの繰り入れは︑ 均 5・6 6％︶の 引 き 上 げ ︑

の課税額は平均で2967
2364円の負担増︑年間
の決定に︑﹁委員会の中で

います︒これは職員減と給
与引き下げ︑国保税や介護
保険料の負担増を押し付け

るなど︑市民と市職員を犠
牲にしながら︑約 億円の

市議会本会議最終日︑国

円︵2・82％︶の値上げ
では2万3640円の負担
は︑国保世帯の厳しい実態

歳︶など︑市民の切

財政調整基金の運用などで︑

会計からの繰り入れの増額︑

の限界を越えており︑一般

の値上げは市民の負担能力

実な声を紹介し︑これ以上

女性

いはできません﹂︵パート

毎月8千円の分納でも支払

年所得で課税されるため︑

になります︒
党市議団は︑﹁パート収
増となり︑家計を直撃しま

国保税値上げ
中止の陳情 不採択に

た︒

万円に引き上げられまし

極力慎むべき﹂などと答弁︒ 最高限度額は5万円あがり︑
国保世帯の厳しい生活実態
に背を向けるものでした︒

歳〜

歳︶︑後期高齢者医療支援
介護保険料は︑基準額

2号介護保険料︵

分の引き上げが主なもので
4270円から1182円

55

市長は︑﹁事業の優先度や しょうか︒
費用対効果を勘案しながら︑
TPP参加反対の表明を！
福祉︑教育など︑市民生活
政府は︑TPP交渉参加
に密着した分野に重点的に
予算配分を行った﹂と答弁︒ に向けた事前協議を参加各
国との間で行っています︒

47

国保値上げ中止を求め、街頭から宣伝

民生活はますます大変な状
新年度予算
況となっているのに︑これ
市民のくらし優先に
に追い打ちをかける予算は
年度予算は︑一般会計 許せません︒ 万市民の暮
総額1744億7千万円で︑ らしと福祉優先の予算に組
前年度7・6％増となって み替えるべきと求めました︒

かわの ひろこ 議員

代表質問

第一回定例市議会は︑3月5日から3月 日まで開か
れました︒今議会は︑市民のくらしが大変になっている
中︑釘宮市政の進めるホルトホール建設など大型事業や
大企業優遇の市政が如実になりました︒
日本共産党市議団は︑市民のくらし最優先の予算をと
奮闘しました︒

26

入で月8万円︑国保税は前

入れをしても︑一人当たり ︵27・7％︶引き上げられ︑

す︒2ヶ年で3億円の繰り

64

借金をして︑ホルトホール
など大型事業を進めるもの
です︒また企業立地促進助
成金︑約5億8千万円は︑

10

57

24

大企業擁護の予算です︒市

13

大分市でも︑第5期の保

介護保険料の
大幅引き上げ見直せ！

えからもTPPに参加しな
いよう政府に意見をあげる
よう求めました︒
市長は︑﹁今後の動向を注
視していきたい﹂と答弁︒

与えます︒また︑食と農に
限らず︑アメリカの権益を
守るために日本の暮らしと
経済が圧迫されることにな
ります︒公共事業で地元優
先ができなくなることも考
えられ︑地域経済を守るう

２０１２年３月議会報告
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国 保・介 護・後 期 医 療 、値 上 げラッシュ

「 行革 」をす すめながら市民負担増

がまんも限界!!
大型事業推進・大企業奉仕
度
新年
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険料改定作業によって︑利用
者・家族に重大な影響与えるこ
とが懸念されます︒
の軽減を図る観点から検討課題
であると認識しており︑今後︑
中核市等の状況を十分勘案しな
がら検討していきたい﹂と答弁
しました︒

り組む政治姿勢が問われます︒
医療費無料化拡大に努力すべき
と求めました︒
市長は︑﹁保護者の医療費負担

保険料は︑
現行基準額4270
円︑
基準額から1182円︵27
・7％︶
の値 上 げとなり 5 4 5 2
円にする提案がされていますが︑
介護給付費の増加分を︑高齢者
の保険料負担に転嫁することは

近年︑児童・生徒は 度近い
教室で授業を受ける日が多々あ

教室にエアコンの設置を

もはや限界です︒財政安定化基
金からのくり入れ︑介護準備金
の充当︑一般会計からの繰り入
れや︑国庫負担の増額を要求す
るなど︑値上げを押さえるべき ります︒全国的にもエアコン設
です︒
置を進める自治体が増えていま
市長は︑﹁国庫負担分の増額を す︒早急に小中学校の教室にエ
含め︑総合的な対策を講ずるよ アコンの設置を整備するよう求
う︑国に強く要望しているとこ めました︒
ろ﹂との答弁にとどまりました︒
教育長は︑﹁すべての教室に

子ども医療費助成は︑子育て
世代の一番強い要求です︒大分
すること等︑
検討を加え
ていきたい﹂

空調機を設置するのは︑困難で
あるが今後︑防音の観点等から︑
音楽室など一部の教室に︑空調
機を設置

年8月から

人からの月額の収入申告

ら基礎控除2万4080

約194万円である﹂

できた5年間分で差額は

東芝が500人の配置転

すすむなか︑大分市でも

連大企業でのリストラが

全国的に電機・IT関

ました︒

企業擁護の姿勢に終始し

言う立場にない﹂と︑大

であり︑市として意見を

続するための企業の判断

広次 忠彦 議員

換がすすめられ︑﹁どこ
に配属になるか心配﹂な
どの声があがっています︒ 公立保育所の
民営化は中止を
党の調査要求に個々の議
解消と財政的問題などを

大分市は︑待機児童の

東芝大分工場は︑わが

員の質問には対応できな
2014年︵平成

年︶

い﹂と回答してきました︒ 理由に︑新桜町保育所を︑
こうした姿勢は許されま

企業でもあり︑﹁配置転

立地促進助成金も出した

当初市も誘致し︑企業

いたことも問題です︒広

希望者にその旨を伝えて

会に説明する前に︑入所

を明らかにしました︒議

4月から民営化する方針

換﹂をしないように︑市

次議員は︑市の責任で建

せん︒

が要求すべきだと質問し

てかえ︑運営するように

市民

の声

大久保 八太 議員

求めました︒

ました︒
商 工 農 政 部 長 は ︑﹁ 会
社を存続させ︑雇用を継

月議会 一般質問 より◆◆◆

健治 議員

給した平成
年1月までの︑本

月分生活保護費で計算し

額と福祉事務所が最低賃

平成

てみると︑Mさんの収入

金で算定したとされる収

円を差し引き︑
8万 8445

﹁5年以前の分について

しまし

大企業のリストラ・
「配置転換」を許すな
小中学校図書館支援員の増員を

子ども医療費助成の拡大を

市民全体で子どもを守り育てて
行こうと制定された︑﹃大分市
子ども条例﹄の主旨からも︑子
と答弁しま
した︒

福間議員は︑自営業の
歳︶の昨年

申告額は3万2千円に対

とを求めました︒

入認定額︑及びその差額

日就労したとし

円を就労収入として認定

も調査

福祉保健部長は﹁調査

していました︒その差額

する﹂

万2525円か

は5万6445円である

と約束

て得た

間︑月

し︑福祉事務所の計算は

Mさん︵

11

数年間こ

うしたことが行われてい

た︒

ことを指摘︒

たとするならば︑﹁憲法

10

条に基づく生存権を侵

福祉保健部へ申し入れする福間市議

◆◆◆

ども医療費の無料化は︑財政の
問題ではなく︑子育て支援へ取

生活保護費の不支給額５年で１９４万円にも

26

40

本人からの収入申告額無視︑ と厳しく批判︒
﹁最低賃金﹂で収入認定
Mさんが生活保護を受

福間

3
24

について明らかにするこ

11

時給643円で1日7時

55

11 25

害する許されない行為﹂

25
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