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新型コロナウイルス対策にかかる一斉休校措置について
安倍晋三首相が 2 月 27 日に全国一律に小中学校の休校を要請したことを受けて、大垣市は、
次の週の月曜日から小中学校の休校を決めました。それに伴う学校現場の混乱は、新聞やテレビ
でも放送されました。特に、大垣市では留守家庭児童教室も同じく休業することになり、子ども
たちの動揺とともに、働く親さんにも衝撃がはしりました。
日本共産党大垣市議団では、休校の発表があった 28 日午前から、市役所の関係各課を回り、
実情に合わせた丁寧な対応を求めてきました。大垣市では、「感染者がでた市であり、子どもの
安全を最優先した結果」であるとの説明でした。
子どもたちの集団感染を防ぐための措置は必要です。しかし、あまりにも突然の休校であり、
いつまで続くかわからないこのお休みに対して、今後の子どもたちの心と体のケアが本当に大
切です。また、共働き世帯が多い大垣市です。親さんが休めない状況であれば、市で何らかの対
策を打つ必要性を感じます。2 月 28 日には残念ながらそうした対策については市からは語られ
ませんでした。公的責任でやるべきことを市民の声を聞きながら、早急に手立てをうつ必要性を
感じています。子育て日本一にふさわしい大垣市独自の施策を求めて要望します。
3 月議会は来年度の予算議会になります。来年度予算についてしっかり審議する必要がありま
す。
コロナウイルスの感染状況等、3 月中は日々変化があるでしょう。病院の検査状況や感染対策
への取り組みなど、市民病院に関する委員会で市民の不安を明らかにしていきます。

3 月の大垣市議会日程決まる！
令和 2 年第 1 回定例会日程表
3 月 2 日 月 9 時 30 分

議員総会

10 時

本会議（提案説明）

９日の一般質問

4日

水 10 時までに一般質問申し込み、ただちに抽せん

9日

月 10 時

本会議（一般質問)

る抽選で、順番が

11 日

水 13 時

市民病院に関する委員会

決まります。

12 日

木 9時

建設産業委員会

今回は、新庁舎で

13 日

金 9時

教育福祉委員会

の議会です。

16 日

月 9時

総務環境委員会

17 日

火 9時

議会運営委員会

は、4 日に行われ

マスク利用のお願
いがあります。

10 時

本会議

「垣老」(大垣市老人医療費助成金条例)の一部改悪案！
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(今回の改定は、対象を 71 歳以上にします。4 月から適用です。)
「垣老」は、大垣市が独自に守ってきた全国に誇る制度で住民運動によって守られてきました。
今後、老齢年金額がますます下がる中で、誰もが病気になった時には安心して医療にかかるこ
とができるようにすることが大切です。「垣老」について 12 月議会では、「対象者の増加により
サービスを支える側の市民の負担が増大」という答弁がありましたが、実は、今がこの年齢層（70
歳から 74 歳）の人口のピークです。今後 10 年は減る傾向にあります。
今、介護予防が叫ばれています。一方で、持病が多くなるこの時期に、誰もが安心して必要な
医療をうけることで重症化を防ぎ、地域で元気に過ごせるようにすることが、大垣市のめざす姿
だと思います。今回も、市民の力でこの制度を守っていければと思います。一般質問を行います。

地域公共交通網形成計画懇談会のご報告
先日、市と住民の懇談会が行われました。懇談会では、率直な
意見がだされていました。高齢者の参加が大半をしめていて、デ
マンドタクシーや巡回バスを走らせてほしいという意見が多かっ
た印象です。それぞれ、地域の公共交通が本当に生活に密着し改
善がなされるようおもいを語りました。そして、2 月 25 日には骨
子案からさらに踏み込んだ計画案が、会議で報告されています。
今回、残念ながら巡回バスやデマンドタクシーとはならないものの、新たに、赤坂線がカ
ネスエ昼飯店まで延長されることや、荒尾線が東前や大井のパワーズを経由する経路に変更
されるなどの案が出されています。この懇談会やアンケートでの自由記述をもとに作られた
改善案でほかにも 30 事業の案がだされています。
上石津では、100 人近い方が懇談会に参加し、デマンドバスや巡回バスを走らせたいとプ
ロジェクトチームを発足させておられるようです。今後が楽しみですね。
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来年度の大垣市当初予算が発表されました。
JCP OGAKI

としや REPORT

大垣市の新年度予算概要が発表されました！
大垣市の新年度予算の概要が発表されました。３月議会での審議に向けて、新規事業と削減さ
れた予算を紹介します。

みなさんの声が市政へ反映されました！
共産党の議会質問や、住民のみなさんとの運動・交渉が実を結び実現した予算
飼い主不明猫不妊去勢手術費補助
(21 万円)
補助金額 1 頭につき雄 4,000 円、雌 5,000 円。
通学路ブロック塀等撤去事業補助
(500 万円)
地震発生時におけるブロック塀等の転倒による被害を防止する。補助率 1/2(限度額 20 万円)
生活困窮者自立支援事業
(総額 2,338 万円)
従来の自立相談支援に加え、就労体験による訓練、家計管理能力を高める相談・支援を実施す
る
新年度予算案の新規事業の一部紹介
子育て支援
・ふたごちゃんみつごちゃん家庭の支援としてタクシーチケット交付
・保育園に防犯カメラと自家発電機を設置
教育・文化
・LINE を活用して保護者と学校間で連絡できるシステム導入
・学習館、サイエンスプラザの空調整備改修等
防災・生活安全
・防災ガイドブックを刷新し、防災ハザードマップ作成
・危険な通学路ブロック塀を撤去する費用の補助
・アクセルとブレーキの踏み間違いを防ぐ装置の設置費用の補助
くらし
・飼い主の不明な猫の増加を抑えるため不妊去勢手術費の補助
・高齢、障がい、生活困窮など複合的な相談に対する支援員を配置
産業・労働
・公設市場の西エリアを活用する工業用地整備
・就労者の奨学金返還の一部を負担した企業に対して補助
観光
・NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」明智光秀ゆかりの地上石津地域の PR
・聖火ランナーによるステージイベントを実施し「むすびの地」を PR
・大垣城・墨俣一夜城・多羅城を活用した観光 PR
・「十万石サミット」を開催し、歴史観光やまちづくりを推進

51 万円
1128 万円
286 万円
1 億 2240 万円
200 万円
500 万円
400 万円
21 万円
1140 万円
1800 万円
60 万円
840 万円
1200 万円
2320 万円
1000 万円

福祉・環境を狙い撃ち！削減・廃止される予定
の事業の一部を紹介
老人医療費助成「垣老」見直し
(△2830 万円)
垣老の支給開始年齢を 70 歳→71 歳に改悪し、７１歳～７４歳とするもの(詳細２ページ)
出産祝金支給見直し
(△875 万円)
第三子以降の出産祝い金の金額を 10 万→5 万に減額する。
リサイクルプラザ「くるくるワールド」廃止

(△852 万円)

ごみ減量、資源化の推進の拠点(郭町)で、机、タンス等出たゴミを修理して販売していたが
２月末で廃止。

みなさんの声をお寄せください！
「福祉と暮らしを守る」ため、事業が縮小、廃止される際は特に慎重に判断しないといけませ
ん。「なぜ削減なのか」「廃止とセットで代わりとなる施策は考えているのか」ー同時に、必要
予算として提案されている予算についても「本当に必要なのか」「事業の効果をどう考えている
か」といった視点での精査が必要です。今回の予算には要望してきた「児童館設置」「デマンド
バス、コミュニティバス等の公共交通の充実」といった施策の予算が入っておりません。その
一方で「競輪場改築のためまず今年は３億５４００万円で管理棟工事」「垣老は対象年齢を削減
する」といった見過ごせない予算編成となっています。特別会計もあわせると、総額約１５０
０億円の膨大な金額の予算案です。ぜひみなさんにおかれましても、「このイベント、いるん
かね」「この制度、助かっとるからぜひ続けてほしい」などといったご意見をお寄せください。

市役所食堂、やってます。
新庁舎ができて「食堂、行けるんやって？」
というお問合せが一番多いそうです。
議会傍聴
などお立ち
寄りの際は
ご利用くだ
さい。
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