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３月市議会 福岡市政４年目の予算編成は、

茨木市駅前３－
２－５両泉ビル
２Ｆ

ご意見、ご要望は

電話＆ＦＡＸ

６２１・８５３４

や岩盤強化のためのコ
ンクリートミルクを注
入する対策の実施を余
儀なくされており、工
事の遅延と建設費の増

話」を誤解させる茨木
市洪水ハザードマップ
の改善、さらにダム湖
を観光資源として活用
した成功例は全国的に
きわめて
少数であ
り、リス
クの高いダム周辺整備
基本構想と計画の撤回
を求めました。

①歳出予算の減額 合計 ６億７１１３万９千円
・中央公園南グラウンドの測量・地質調査の中止 １,０８８万７千円
・文化施設建設基金積立ての中止 １億円
・公共施設等総合管理基金積立ての中止 ２億１３３万５千円
・土地開発公社保有資産の買戻しの中止 ３億５,８９１万７千円
②歳出予算の増額 合計 １０億７,７４０万円
・国保特別会計への繰出金減額の中止 １億７,０９０万円
・国民健康保険料一部損壊減免の創設 ３億円
・介護保険料一部損壊減免の創設 ３億円
・住宅改修支援金の所得制限緩和 ２億５,０００万円
・危険ブロック塀撤去後の軽量フェンス等設置補助金の創設
５,０００万円
・小売店舗改築（改装）補助の拡充 ６５０万円

安威川ダム周辺観光
資源化構想は撤回を

としない市の姿勢に対して、大
幅な黒字を貯め込みに回してし
まうのではなく、国保・介護保
険独自災害減免の創設などの被
災者支援策・災害対応策に使え、
という具体的な提案をしました。
しかし、日本共産党以外は市
長提案には何でも賛成、組み替
え動議などとんでもない、とい
う残念な態度でした。
提案した組み替え動議は以下
の通りです。

日本共産党
茨木市会議員団
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大が大いに予想されて
います。こうした状況
について府任せにする
のではなく市としても
大いに注視することと
あわせ、「ダム効用神

２０１９年度予算の前に上程
された、２０１８年度最終補正
予算については、日本共産党と
して組み替え動議を提出しまし
た。大幅な黒字だからと、基金
の積み増しや、国保特別会計に
いったん入れた一般会計繰入金
を全部引き戻してしまうなどの
看過できない問題があったから
です。その一方で、大阪北部地
震・台風21号に対するまともな
被災者支援・災害対応はやろう

第509号
《発行》

昨年の西日本豪雨等
ではあらためて治水対
策としてのダムの貯水
機能の限界と弊害が明
確となりました。さら
に 安威
川 ダム
の 場合
は、かねてから専門家
から「堤体基礎地盤の
脆弱性からダム建設に
は不適である」との見
解も示されており、実
際に大阪府も岩盤調査

２０１８年度最終補正予算でも
組み替え動議を提出

市政報告
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木

●全員が食べる中学校給食方式検討のための審議会設置
●若園公園バラ園の再整備
●住宅用太陽光発電設置補助対象に「蓄電池」を追加
●待機児童解消のための私立保育所建設補助
●保育士確保のための保育士支援センター開設
●ひとり親家庭に対するファミサポ利用料の半額助成
●引きこもり対策のための子ども・若者自立支援センター
の無償化
●教員負担軽減のための中学校部活指導員(１校１名)配置
●産婦健診等による出産後の子育て支援の充実
●済生会茨木病院へのICU(集中治療室)運営補助
●寝たきり高齢者等への訪問歯科検診期間拡大(年４か月
→８か月)
●要介護３～５の方への訪問理美容サービス利用券(１回
千円４枚)配布
●重度障害者福祉タクシー利用料助成対象に精神１級追加
●障害者相談支援センターの増設(７→１０ヶ所)
●生活困窮者に対する支援体制の強化(人員増と事業拡充)
●障害のある児童・生徒に対する通学支援
●自主防災組織との避難所運営のありかた検討
●山間部における土砂災害対応拠点の整備
●市内７５ヶ所避難所における災害用備蓄品の増強
●マンホールトイレやかまどベンチなど一時避難地の防災
機能強化(春日丘公園など)
●木造住宅耐震工事補助の増額(６０→７０万円)
●小中学校外周塀の改修、トイレ洋式化、エレベーター設
置など施設改善
●自治会活動功労者への市表彰制度の創設
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２ ０１ ９ 年度 予算 ー 組み 替え 動 議も 提 出し 奮闘

１９年度予算における市民要求を
反映した事業の主なもの

年度予算は、福岡
健康福祉施策が大半を
した市民の生活再建施
市長の一期４年の最終
占めています。日本共
策の強化を求め、 年
年度にあたる本格的予
産党は、市長の税金の
度予算では大型プロジェ
算編成でしたが、一定
使い方をただ批判する
クト関連などの予算を
の施策進展は見られた
だけではなく具体的な
抑制しつつ国保料の値
ものの、総体的には大
対案を示しつつ市民の
下げ、学童保育利用料
型プロジェクト優先、
目線でしっかりチェッ
の昨年値上げ分の撤回、
市民犠牲の継続を明言
クして、「住民が主役
私立保育園への補助金
し、その姿勢を具現化
の市政」、そして「茨
の充実など市民の家計
し た 内 容 と な り ま し た。 木の再生」めざして終
を温める施策に財源を
毎年行われる３億円の
始論陣をはりました。
振り分ける内容の予算
市民サービス削減路線
年 度 補 正 予算 で は、 の組み替えを求める動
では、今年は主に国保
市民会館建替計画の拙
議を提出しました。
料の大幅値上げなど市
速な進行はやめるよう
民の暮らしに直結する
求めるとともに、被災

あいかわらずの大型プロジェクト偏重

日本共産党

日本共産党茨木市政報告

茨

２０１９年５月２６日（日）

いよいよ中学校給食実施方式の検討開始
は、福祉分野を民間に
全て任せてしまうとい
う考え・流れは間違い
であり、市が一定公設
公営で関わり、市と民
間が連携して量と質の
維持向上を図っていく
のがあるべき姿だと主
張し、反対しました。

市立老人デイサービスセンターの廃止提案
＝福岡市政のもとでの新たな福祉の後退
市立老人デイサービ
スセンター条例の廃止
提案は、文字通り市が
老人デイサービスセン
ターから撤退し、当該
施設を民間に賃貸する
という、現市政のもと
での新たな福祉施策の
後退です。日本共産党

唐突・不透明な今回の副市長人事提案には反対

82

場所・時間は
いずれも福祉文化会館、
午後６：３０から
※専門の弁護士のアドバイ
スを受けながら 種々相談
に応じます。必ず事前にご
予約下さい。
党議員団控室
６２１－８５３４
あるいは、党市会議員に
直接ご連絡を

を設置するための条例
制定議案、文教常任委
員会で、審議会での議
論の内容や中学校給食
についての市の考え方
を確認し、アレルギー
対応についても議論を
行いました。
市では昨年、実施方
式の検討を外部委託し
さまざまな方式で実施
する場合のメリットデ
メリットなどを調査し
たうえで、教育委員会
名で公表しています。
日本共産党はこの調査
報告書では給食時間の
設定や方式の諸課題の
洗い出しなどに疑問点
があるため、審議会で
は調査報告書の疑問点
についての説明をつけ
加えた上で審議を始め
るよう求めました。
今年度、実施方式の
方向性が定まったとし
ても、最終的に給食実
施まではあと３～５年
はかかる予定です。

６月７日（金）
６月２１日（金）
７月５日（金）

全員給食の中学校給
食を開始するため、今
年度は実施方式の検討
を行う審議会が開催さ
れます。３月議会では
そのための「中学校給
食審議会」の設置条例
が可決されました。
市では年度当初に審
議会委員を選定し、一
昨年教育委員会が行っ
た中学校給食のあり方
検討に参加した関係団
体からの選出を含め
名の構成で審議を行う
予定にしています。計
６回程度の会議を予定
しており、第１回目は
６月 日、最終的には
どのような実施方式で
行うのかを市長に答申
します。この審議会と
並行して、教職員など
を集めた内部での検討
を行う部会を開催し、
審議会に反映させてい
く予定にしています。
日本共産党は３月議
会の代表質問や審議会

毎月第一、第三金曜日開催

今議会で提案された とのパイプを強める役
副 市 長 人 事 に つ い て は、 割 を 果 た す た め と も 言
木本前市長時代に就任 われています。さらに
の大塚副市長が任期を 茨木市は内閣府主導の
終えるのにともない人 全国 市の「中枢中核
事提案がなされ、日本 都市」の指定を受けて
共産党を除く賛成多数 おり、国は指定都市に
で可決されました。井 対して省庁横断チーム
上新副市長は国土交通 を形成して現地に乗り
省からの現役出向で、 込んでアベノミクス経
国から人材を受け入れ 済政策を強行的に主導
るのは茨木市政上初め する計画ももくろまれ
て。市が計画中の多数 ており、市民的な警戒
の 大 型 プ ロ ジ ェ ク ト を が必要です。
円滑に進めるために国

定例市政法律相談
のお知らせ
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決議・意見書について

10

21

他会派提出の「携帯 育の無償化、待機児童
電話、スマートフォン 解消、保育士の処遇改
の学校への持ち込みに 善のための必要な措置
関する意見書」と「Ｕ を 求 め る 意 見 書 」 、
Ｒ賃貸住宅ストックの 「２０１９年 月から
活用を求める意見書」 の消費税率 ％中止を
には日本共産党も賛成 求める意見書」は賛成
し て 可 決 さ れ ま し た が、 少数で否決されました。
日本共産党提案の「保
10

Ｎｏ．５０９
日本共産党茨木市政報告
２０１９年５月２６日（日）

月からの幼児教育・保育の「無償化」について質疑
「無償化」の対象は限定的なのではないかと質したところ、
０～２歳児は住民税 非課税世帯以外は対 象にならない ことに
加え、子ども・子育 て支援制度に移行し ていない私立 幼稚園
や認可外保育施設、 一時預かり事業は、 さまざまな無 償化の
上限が設けられてい ること、また、延長 保育は対象外 である
と答弁しました。こ うした点も含め、今 回の「無償化 」は一
歩前進には間違いあ りませんが、さまざ まな問題点も 浮き彫
りになってきています。

市会議員

朝田みつる

電話（６２７）０１７６

電話０９０（２１０５）０６３５

大嶺さやか

市会議員

全小中学校のプール・外周塀は早急に改修を
大阪北部地震を受け茨木市でも全小中学校の外周塀とプー
ル塀について点検が行われ、現在緊急性を要する箇所から工
事が始まっています。しかし緊急度の高い部分のみの工事し
か計画されておらず地域の方が危険を感じておられる場所が
手つかずになっている場合があります。学校施設は避難所で
もあり多くの市民が利用する施設であることから、国の災害
対策予算も活用して早急に工事を行うこと、工事の進捗は地
域住民にも周知を行うことを要望しました。

電話０９０（８４４７）２６１０

畑中たけし

市会議員

公民館等のバリアフリー化の促進を
茨木市には市施設のバリアフリー化について統一的計画や
統括部署がなく、たとえば玉島公民館は２年前にエレベーター
設置設計済みであるのに工事予算が棚上げされ３カ年が経と
うとしています。あらためて責任部署を明確にして計画的に
促進するよう求めました。市は「玉島公民館は財源や優先順
位から」実施できていないとのことですが、市は毎年多額の
黒字を貯め込んでいるのは周知の事実です。
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