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市長 は じめ職 員の皆 さんが、平和 と市民 のくら しを守 り、地域経

済活性 化をめ ざ し、 日夜 ご尽力 されて いる ことに敬 意を表 します。

安倍政権 は、立憲主義 ・国民主権 ・平和主義 を踏 み に じり、憲法

違反の安全保障関連法制 を成立さぜ ま した。また、2017年 度か ら

消費税率を10％ に引き上 げる一方で、法人税率 を引き下 げようと

して います。

労働 者派遣 法の改悪 による不安 定 ・低賃金 の非正規 雇用の増加 、

貧富 の格差の拡大、国民健 康保険料をは じめ社会保 障制度 の負担増

で、市民の くら しは痛めつづ けられて います。

このよ うななか、現 役世代 の転 出を くい止め、市 内循環型の地域

経済の活性化 策の充実 を図 り、平和で安心、して暮 らせる市政運営を

めざされる ことを特 に強 く要望 します。

以下、来年 度予算 に対する会派の要望事項 を提 出さぜて いた だき

ます。

よろ しくご配慮 いただきますよ うお願い いた します。

以上
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2016年 度予算に対する日本共産党議員団の要望事項

〈国 へ の要 望〉

1． 原子力発電からの撤退を政治決断 し、再生可能エネルギーへの転換を加速さぜる

よう、強く求めること。重大事故が起これば、本市にも多大な放射能汚染をもた

らす恐れのある福井県高浜原子力発電所の再稼働は、断 じて許さないことを国に

対 して求めること。

2． 安全保障関連法制 については、廃止を求め ること。

3． 今回の労働者派遣法の改悪は更なる貧困格差を生み出し、本市にとっても財政基

盤を脆弱にする。元 に戻すよう求めること。

4． 消費税増税 は、市民生 活、地域経済、市財政等 に多大な悪影響 を与える。軽 減税

率の検討で はな く、 消費税10％ 増税 を中止 するよう国に求める こと。

5． 地方交付税 について、基準財政需要額、基準財政収入額 ともに、実態 とのか い離

をなくすよ う改善 を求める こと。

6， 「障害者総合支援法」は 「基本合意」や 「骨格提言」に基づ いて見直 すよ う求め

ること。

7． 障害者総合支援法に基づく福祉サービスを受けている障がい者が、65歳 になる

と介護保険に移行 し、サービスの量不足や自己負担が生 じる場合が出てくる。障

害者総合支援法を優先するよう求めること。

8． 生活保護費の引き下 げを元 に戻 し、老齢加 算を復活するよ うに求める こと。

9． 生活保護のケ ースワーカ ー数を 「法定数」とす るよ う、また、その財政措置を引

き続 き求める こと。

10． 予測される南海 トラフ 巨大地震 ・津波に対する防災対策 については、市民力の強

化 にもま して、自治体職 員の果たす役割が大き くなる。必要な職員 を配置できる

よう、財政措置 を求める こと。

11． 国民健康保 険会計に対する国の負担割合を弓1き上げるよ う引き続 き求める こと。

12． 介護保険の利用料負担 は現行の1割 負担 を堅持 し、要支援1、2の 軽度者 を介

護保険給付対象から外 さな いよう求め ること。

13． 訪問看護への集中減算適用は、利用者の意向 ・主治医の指示や緊急対応の妨げに

なり、機能強化型訪問看護の診療報酬の趣旨に相反するため、集中減算から適用

除外するよう求めること。
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14． 介護保険の報酬単価引き下げは、介護事業者を疲弊させ業務縮小や廃業に追い込

む危険性がある。よって、報酬単価を元に戻すよう求めること。

15． 「アスベ ス トは公害」の立場に立ち、認定被害者の医療費負担 は全額加害企業 と

国に求める こと。

16． アスベス トによる中皮腫の、早期発見につなげるために、所見の変化がわかる経

年的な 「検診制度」と治療法の確立を国の責任で行うよう求めること。

17． 「カ ジノ設置法案」 に反対す ること。

18． 民間賃貸住宅入居で、市営住宅申し込み資格のある世帯に対 して、家賃の補助制

度を創設するよう求めること。

1g． 基礎学力の向上および心豊かに育つよう、一人ひとりの生徒の学習到達度等に目

が行き届くように中学3年 まで35人 以下学級を実施するよう求めること。

20．TPP（ 環太平洋連携協定）は、日本の農業を壊し、食の安全を脅か し食料自給

率を更に低下さぜる恐れがある。更に看過できないのは、国会決議で 「国の主権

を損なうlSD条 項には同意 しない」としていたにも関わらず交渉で賛成 してお

り、これによって例えば地方自治体が公害を出す企業の規制をしようとすると、

lSD条 項で逆に 「損害賠償せよ」と訴えられことにもなる。TPPは 「大筋合

意 した」というが、国会にも国民にもその内容は明らかにされていない。国民に

とって危険で不利益となるTPPは 、批准ぜず撤退するよう求めること。

21． 子どもの貧困問題解決の一助 と して、児童扶養手当の増額を求める こと。

〈兵庫県への要望〉

22． 子どもの医療費を所得制限な しで中学卒業するまで無料にするよう引き続き求

めること。

23． 障害者に対する福祉医療制度について、身体障害者は3級 まで、知的障害者は

中度まで、精神障害2級 まで対象を拡大するよう求めること。所得制限につい

ては、本人所得を基本にするよう求めること。

24液 状化により沈下が想定される武庫川堤防の耐震調査、河川堤防の耐震補強を求

めること。

25． 県道園田西武庫線の藻川工区については、住民合意が得られるまで架橋等の工事

は凍結するよう求めること。

26． 兵庫県公立高校の学区は尼崎学区にもど し、当面 は、公立 高校のクラス数 を増や

す よう求めること。

27． 中学3年 生 まで、 少人数学級 を実施す るよ う求 めること。
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28． ［‡コ学校の給食実施 を促進 するため に、設備の整備 に県 が助 成するよ う求める こ

と。

29． い じめ問題、不登校問題、非行問題の発生予防、教師の多忙解決のため に、必要

な教職員を配置 するよ う求めること。

30． 「医療 ・介護総合法」に基づき、現在県で 「地域医療構想 」策定が進められてい

る。県は医療審議会保健医療計画部会で構想案作りを進めるとともに、各圏域に

検討委員会を設置 しているが、いずれも非公開である。構想案作りの段階からす

べて公開するよう求めること。

〈市への要望〉

企画 財政局 ・総務局

31． 市財政確保の観点から、現役世代の定住、転入の促進は不可欠の課題である。そ

のために、

① 学校給食法に基づく中学校給食を早期に実施すること。

② 中学卒業するまで子どもの医療費を無料にすること。

③ 基礎学力及び応用力向上に必要な教職員について、学校現場が要望 して

いる人数分を加配すること。

32． 阪神バス移譲後も市民要望を しっかりと受け止め、地域公共交通の充実に努める

こと。

33． 全国に広が っている公契約条例 を早期に実施す ること。

34． 多くの市民から反対意見が寄せられた計画は、市民意見に真摯に向き合い市民の

理解が得られるまで実施 しないこと。

市民協働局

35． 高すぎる国民健康保険料 を引き下げること。広域化後 も、一般会計か らの繰 り入

れは減額ぜず継続する こと。

36． 未納保険料の有無にかかわらず、正規の国民健康保険証をすべての世帯に郵送す

ること

37． 国民健康保険料減免制度をさらに拡充すること

38． 国民健康保険の一部負担金減免制度は、所得激減を条件とせずに、生活困窮世帯

も対象にするなど、使いやすく安心 して受診できる制度に改善すること。

39． 生活保護世帯に国民健康保険料の滞納分の徴収は行わないこと。
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40． 預金残高があっても、事業継続上必要不可欠の運転資金である場合がある・国民

健康保険料徴収のため、本人の承諾な しに、一方的な資産調べや差 し押さえを行

わないこと。

41． 分納誓約時に納税者を一方的に追い詰めるだけの 「分納誓約額算出書兼確認書

（案）」にサイン捺印を求めないこと。

防災担当局 ・資産統括局

42． 高齢者施設の防災言川練に対 して、市 か ら指導者 （防災士）を派遣す ること・各施

設 の言川練を掌握 して交流会 を開催すること。

43． 防災ハ ン ドブ ックの 内容を理解できるよう、あ らゆる機会を通 じて市民が学べる

機会 を設けること。

44． 全市を対象にした広域的な避難i言川練を定期的に実施すること・

また、地域特性に適する避難計画と言川練を、学者専門家と協働 して行うこと

45． 公共施設の最適化、再配置 は見切 り発車 しないこ と。支所 ・地 区会館の合築・保

健福祉センタ ーの2ヶ 所集約は、市 民に十分周知 されていない。市民への説明を

て いねいに行 い、市民の意見 を再度聞 くべきで ある。市民合意がされ るまで、計

画 はすすめな いこと。なお、武庫地 区の複合施設 の設計 ・建設 は凍結すること。

46． 市立東高校跡地の活用計画は住民の合意が得られていない・住民の意見を踏まえ

て見直すこと。

健康福祉局

47． 保健福祉セ ンター2ヶ 所集約 の計画 に対 して、「赤ち ゃん健 診が遠 くて受 けにく

くな る」「市民サ ービスの低下だ」 という声がある。また、ほ とんどの市民が こ

の計画を知 らな い状況もある。市民 に対 して、計画 を丁寧 に知 らぜ、声を聞 くこ

と。

48． 高齢者 ・障害者等の権利擁護i事業は申請から利用まで半年待ちの状況である・職

員を増やして早急な対応ができるようにすること。

49． 単身高齢者の住宅家賃助成制度を創設すること。

50． 介護保険料 については、無年金の人、低年金の人は、普 通徴収で滞納 にな る可能

性が高 く、介護保険料を滞納すれば利用料が3割 負担 にな る。 しか し、厚生労

働省の見解 によれば、1割 負担に したと しても、自治体 にペナルテ ィをか ける権

限 はないとのことであ り、滞納の状況に配慮 して1割 負担にすること。

51． 訪問看護への集 中減算について、主治医の指 示 ・利用者の意向がある場合は 「正

当な理由」 とみな し、適用除外する こと。
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52． 特別養護老人ホーム の建設を進め、待機者を減 らす こと。

53． 要支援者は介護保険制度のヘルパーやデイサービスが受けられなくなる・総合事

業にな った場合も、市の責任において現在と同程度のサービスを受けられるよう

にすること。

54． 介護保険認定の申請 について は、希望する市民の申請権を尊重する こと・介護認

定を日ヨ請する市民に対 して、 チ ェックリス トで安易 に振 り分 けないこ と。

55． 要 介護i1・2で あっても、必要な場合は特養の入所を認め ること。

56． 福祉避難所を増や し、障害者を福祉避難所へ誘導するための同行支援者の確保に

ついて市民や他自治体での英知も集めて、具体化に向けて取り組むこと。

57． 小規模作業所は、障害者の就労の場、活動の場として重要な役割を果た している・

今後も補助制度を継続すること。

58． 阪急園 田駅のエ レベ ーターについて、駅員の関与な く利用できるように・改善を

急ぐこと。

59．JR塚 □駅西側のエ レベータ ー設置 を早期に実現 させる こと。

60． アスベス ト被害認定者の医療費負担は、全額加害企業 および国に求める こと。

61． アスベス トによる深刻な健康被害が相次ぎ中皮腫、肺がんなどで亡くなる人が後

を絶たない。アスベス トハイリスク者に対 しで恒常的な健康管理体制の確立する

こと。

62． ス ク ール ソー シ ャル ワー カ ー を増 員 す る こ と。

63． 子どもの医療 費を所得制限な く義務教育終了まで・入院 ・外来とも無料にするこ

と

こども青少年局

64、 老朽化 したプレハブ保育所の建て替えを促進すること。

65． 公立保育所の民間移管 を行わ ず、公的保育 を充実させること。

66． 病 児 ・病後児保育所 を増設すること。

67． 保育所保育料を引き下 げる こと。特 にD階 層 の負担感が大 きい・D5－D6間 ・

D7－D8間 の是正 および、 日本一高いD9の 保育料を引き下げること。

68． 民間保育所保育士の賃金が、近隣都市に比べても低すぎる。市独自でも処遇改善
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費 を付ける こと。

69． 月童ホームの希望者が全員入所できるようにすること。

70． 児童 ホームの施設を生活の場 にふさわ しく拡充 すること。土曜開所 に対応 して、

児童 ホーム職員をふやす こと。こどもクラブとの統合は行わな いこと。

71． 中 ・高生の居場所づ くり促進 のため、児童館事業を復活すること。そのため に、

子 どもた ちの生活実態調査 と月童館事業 をおこな って いる 自治体の調査 を行 う

こと。

経済環境局

72． 太陽光パネル設置を促進さぜるために一般住宅への補助制度を復活させること。

73． 地域振興を図るために・昨年6月 に制定された小規模企業振興基本法に基づい
て、小規模企業、特に小企業に対する振興策を強化すること。そのために、全て

の中小業者の実態調査を行うこと。

74． 地域経済の振興 を図るため に住宅 ・店舗 リフ ォーム助成制度を創設する こと。

75． 中小企業支援のため、制度融資の利子補給 ・保証料補助 を行うこと。

都市整備局

76． 自転 車事故がひきつづき増えて いる。歩行者道 ・自転車道 ・自動車道の区分 の明

確化 を促進さぜ ること。また市民への啓 もう活動を行 うこと。

77． 「住宅は福祉」の観点からも、市営住宅入居希望者が多いことに配慮 し 市営住

宅の建て替えに際 しては戸数を減らさないこと。

教育委員会

78． 小中学校 の学力向上を図 るため、少人数学級が実現するまで、教師の加配を行 う

こと。

79．4階 に トイレがない校舎がある。すべての4階 に トイ レを設置する こと。

80． 言語力向上事業指導補助員を全校に配置すること。

81． 給食費 ・教材費の徴収事務は担任教 師にぜず、西宮市の ように、市が責任を持 つ

体制 にする こと。

82． 小中高校 トイ レの老朽化改善の年次計画 を立てて、洋式 にすること。
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83． 特別支援学級の生活介助員を、障害児の実情に応 じて増員すること。

84． 課外クラブ指導員 を増員すること。

85． 全ての学校 に、職員用 トイレおよび休養室を設置すること。

86． 市立幼稚園の保育料は、子ども子育て支援新制度実施前の金額を限度額とするこ

と。

87． 地域学習館は、住民の活発な交流の場となっている。運営補助金が無くなる来年

度以降も継続を決めた地域学習館には、新たな財政的支援を行い、活動をバ ック

アップすること。また、尾浜地域学習館の雨漏り改修など、利用者が安心して活

動できるように、必要な施設改修を行うこと。

88． 美方高原自然の家は大浴場 しかないため、自然学校で利用の際、指導教員が子ど

もの就寝後入浴 しようとしても時間制限で入れない。指導者室に入浴設備を設け

るか、あるいは入浴時間の延長など工夫をすること。

89． 中断 している学校プールの改修を再開 し、残事業 の改修計画を作ること。

以上


