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指定管理者制度を導入

６月議会は、下記のとおり２週間にわたって開催され、補正予算
や条例の審議が行われました。主なものをご紹介します。
別給付金を支給する

補正予算
消費税増税にともない、
未婚児童扶養手当の支給
未婚児童扶養手当支給事業210万円
消費税増税に伴い、子どもの貧
困に対応するため、児童扶養手当
受給者のうち未婚者（120人）に対
し、1人当たり17,500円の臨時・特
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会議名
9:30 議員総会
10:00 本会議(提案説明)
一般質問申込
10:00
質問順位抽選
10:00 本会議(一般質問)
9:00 建設産業委員会
13:00 教育福祉委員会
9:00 総務環境委員会
9:00 議会運営委員会
13:00 企画総務委
9:00 議会運営委
10:00 本会議

建設産業委員
Eﾒｰﾙ nakatatoshiya015@gmail.com
教育福祉委員・市民病院に関する委員

Eﾒｰﾙ hancyan_tamicyan@gmail.com
を図るもの。

公設市場卸売市場業務条例
（財産の取得）
大垣市の公設卸売市場は、取引
・新庁舎の備品関連
額が減少して財政的にひっ迫して
事務机一式
1,947万円
いたが、このたび指定管理者制度
会議机、椅子一式 2,860万円
を導入することによって経営改善
書棚一式
2,629万円

移動棚一式
6,594万5千円
パーテション等 1,595万円
ブラインド等
3,740万円
掲示板一式
3,542万円
福田公園事業用地の取得
取得額
約3億2600万円

いいとの立場から、共産党は「か
がやきクラブ提案」を検討しまし
条例関係
た。教育福祉委員会で、委員のは
荒崎幼稚園 改築にともない
んざわ市議が、「現状維持」の文
旧北保育園に一時的移転
言には、現在１割負担の人はその
市立幼稚園条例
まま１割が継続され、以下の年齢
荒崎幼保園の園舎改築に伴い、
の人には年ごとに順次２割負担に
一時的に旧北保育園敷地に移転す
引き上げていくのを容認する余地
政府は後期高齢者(75才以上)医 クラブ大垣(会長西田勝嘉)も同趣
る。
があるのではと質したところ、紹
療費の窓口負担を現在の１割から 旨の請願を提出しました。
介議員から、提案者にはそれを容
消費税増税にともない、
２割に引き上げようと画策してい
後期高齢者医療費自己負担の現 認するつもりはないはずとの発言
介護保険料の軽減措置を強化
ます。
状維持に努める意見書を求める請 を得て、共産党も賛成しました。
介護保険条例
市議会がこれに反対する意見書 願(請願第3号 かがやきクラブ大
消費税増税に合わせた介護保険
自公、社保協提案は反対
を政府に提出するよう求めて、西
垣
紹介議員田中孝典市議)
料の軽減措置を強化するもの。
しかし、社保協提案については、
濃社会保障推進協議会(代表河村秀 75歳以上の後期高齢者医療自己
第一段階（所得80万以下）
一氏)では３月議会に請願書を提出 負担原則2割化に反対する意見書を 共産党・市民ネットの賛成だけで、
31,428円 → 26,190円
しましたが、議会は継続審議にし 求める請願(請願第4号 西濃社保協、 他会派は反対しました。
第二段階（所得80万～120万）
社保協案の請願文の文言に瑕疵
45,396円 → 40,158円 たうえ、任期満了・廃案となりま 紹介議員中田としや・はんざわ多
があるとのことでしたが、共産党
した。
美議員)
第三段階（市民税非課税世帯）
が紹介議員となった請願には反対
改選後初の議会となった６月議
52,380円 → 50,634円
同趣旨であれば、より多い会派
するかたくなさがきわだった対応
会に、「社保協」がふたたび請願
の賛同で意見書を国に出すほうが
公設市場卸売市場に
でした。
書を提出しましたが、「かがやき
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初めての一般質問

絶えがたい国保料金の高さ
国保料金の高さには、市民の訴
えが多く聞かれます。
Ａさん…今までは、会社の協会け
んぽに入っていて負担感をそれ
ほど感じていなかったけど、定
年退職して年金暮らしになって
からの国民健康保険の保険料負
担は大きいと感じる。
Ｂさん…自営業をしている。本当
に国民健康保険料の負担感が大
きい。何のためにお店をやって
いるのかわからなくなる。生活
は苦しい。なんとかしてほしい。

平等割・均等割に負担感
国保料金の決め方は、市町村に
よって違いがありますが、大垣市
の平成31年度の保険料は、次の通
りです。
大垣市の保険料
均等割
41,500円
平等割
32,800円
所得割
11.29％
資産割
23.5％
※介護分(介護保険料ではない)を含めた
金額です。

国保料の負担感が特に大きく感
じる原因は、所得のあるなしや、
高い低いに関係なく一世帯に定額
の負担を求める平等割と世帯加入
者の数に応じて計算される均等割

はんざわ多美

りの制度があるからです。
この制度には、低所得者のため
の減額措置があるとはいっても、
生まれたばかりの赤ちゃんにも均
等割についてかかっているという
制度です。そのため、せめて、子
どもには、均等割りをかけないで
ほしいのです。

国保料金での質問・要望
６月一般質問では国民健康保険
料引き下げについて質問・要望し
ました。
① 大垣市の県への「納付金」に
ついての質問

② 国に対する「国庫負担金」引
き上げ要望に対する市長の見解
③ 大垣市の単独予算で子どもの
均等割りへ助成する施策を
①は、大垣市に対して県が示し
た国保料納付金が増額された分を
国保料金に反映させるのかを尋ね
たのですが、市側は繰越金で対応
するとの答弁でした。
②は、国保料金が高いので、全
国市長会は国保負担金についての
要望を出していますが、市長に見
解を求めましたが、市側は全国市
長会の要望に合わせるとの回答で
した。
③は、世帯加入者の数に応じて
計算される均等割は生まれたばか
りの赤ちゃんにもかけられていま
す。

せめて子どもには均等割をかけな
いでほしいとの要望ですが、市は
子どもに助成すれば、それだけ他
への負担が増すことになるので慎
重に対応する必要があるとの答弁
でした。

初の一般質問を終えて

―

今までは高い傍聴席から議場を
眺めていましたが、議場に座り質
問席から発言するとはこうなのか
という、感慨がわきました
市民の皆さんの要望を受けて、
市政の改善に努める覚悟を新たに
しました。

参院選日本共産党政策

第１弾

ど授業料をすみやかに半分値下
げし、段階的に無償化を」「給

…1.7兆円

「賃上げでは最低賃金を直ち 付奨学金を70万人にふやし、す
に全国どこでも1000円に引上げ、べての奨学金を無利子に」「学
1500円を目指して全国一律の最 校給食の無償化」「幼児教育・
低賃金制度の創設」や「非正規 保育の無償化を消費税に頼らず
労働者の正社員化」や「保育・ 実施、認可保育所を増や保育水
介護・障害福祉労働者に国の責 準を確保しながら待機児童を解
任で月5万円の賃上げし一般労 消」等々。

参院選

働者との格差をなくす」等々。

…2.
5月30日、ピースハート岐阜は 安倍政権打倒の体制が整いまし
参院選の「市民と野党の統一候 た。
補」として梅村慎一氏を擁立す

参院選、比例は共産党、選挙

ることを発表しました。「ピー 区は野党統一候補梅村氏で頑張
スハートぎふ」の構成団体は、 りましょう
「戦争させない・9条壊すな！」
岐阜総がかり行動実行委員会と
立憲民主党・国民民主党・日本
共産党・社会民主党の4野党で構
成され、岐阜においても参院選
に向けての政策合意がなされ、

4兆円
「公費1兆円の投入で国保料

西濃アクション

中小企業並みの負担を求める

を抜本的に引き下げ」、「年金 ……………………………4兆円
が減らされるマクロスライドを ２．富裕層優遇税制を是正
廃止して、低年金者（基礎年金 …………………………3.1兆円
満額以下）の年金を年間6万円 ３．「思いやり」予算の廃止
上乗せし底上げ」「介護保険料 …………………………0.4兆円
の軽減」等。

大垣市ｽｲﾄﾋﾟｱ学習館
2階スイトピアホール

１．大企業優遇税制を是正し、

…3.4兆円
「すべての学生を対象に大学な

★共産党が発表した参院選政策第1弾
「消費税増税中止、くらしに希望を3
つの提案」の詳しい内容がご希望の方
は、西濃地区委員会（☎７８－６８６
５）にお問い合わせください。

