
財政調整基金は過去５年で最高額に 

市財政を市民生活応援に！ 
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個人市民税は団塊世代の退職や不

況で３年前より5.6億円マイナス 
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 毎年９月議会は、前年度の決算を審議します。昨年

度は、東日本大震災の直後に４月をむかえ、悲しみと

被災者の方々の苦難にあふれた１年でした。地震と津

波の上に、原発事故が重なり、国民の生活も経済を

襲った混乱と不安は、今もなお続いています。 

 国政の不安定さは、地方自治体の財政運営にも影響

します。必要な財源の確保は、国政の動向に左右され

ることも多くあります。 

 しかし、そのような中でも、長岡京市は平成23年度

に、自治体の貯金とも言える財政調整基金に約３億円

を積み立て、基金残高は約26億円となりました(図

１）。国が自治体に公表を義務付けている財政指標で

も、優良な状態となっています。 

 認可保育所や介護施設の増設など前向きな施策もあ

りましたが、一方で、市民生活の厳しさは、さまざま

な数字も示しています(図２･３･４）。 

 財政の安定化のために効率よく行政運営を行うこと

は大切です。しかし、財政難や採算性優先を理由に、

市民に負担を大きくするのでは本末転倒です。介護も

福祉もまだまだ予算増や体制強化が必要です(図５･

６）。そのために市財政を積極的に使うべきです。 

 この立場から党議員団は、平成23年度一般会計や国

民健康保険特別会計の決算に反対しました。 
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来春いよいよ娘も小学校入学。先日就学児検診に長六小へ行きました。大きくなって

いくのはうれしい反面、ちょっと寂しいなと思うのは親のわがままでしょうか(^o^;) 
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 今年は宇治市でも集中豪雨で河川が決壊し、多くの住

宅や、尊い人命にまで被害が出るなど、水害は全国で多

発しています。長岡京市ではこうした集中豪雨による土

砂災害警戒箇所と、小畑川水系や小泉川、淀川水系での

浸水想定地域をハザードマップで設定しています。 

 しかし、小畑川で浸水が起こり、周辺地域の住民が小

畑川を渡れなくなった時の避難場所の設定ができていま

せん。特に長八・九校区の東部は、土地全体が小畑川より低い地域です。そこで、高いビル

を所有する企業の協力を求めるために、企業の代表にも参加してもらう東部地域防災組織を

つくる提案をしました。 

 市は「震災の際の帰宅困難者対策などもあり、企業にも水害対策でも協力をもらえるよう働

きかける」と答弁しました。 

 立命館建設予定地の土壌から環境基準値を超える鉛

とヒ素が検出されたため、立命館の移転が1年延期さ

れる事態となりました。 

 市民から地下水汚染や健康面への不安が寄せられ、

今後の調査や対策、情報提供について追及しました。 

 市は立命館全敷地の再調査を実施し、乙訓保健所の

指導に基づき、対策を行うことと、地元住民への説明

会を開催することについては、「立命館から報告を受けている」と答弁がありました。今後も

しっかり見守り、対策を求めていきます。 

安心して住めるまち、防災・環境対策を万全に 

 

 

小畑川の水害を防げ 

 市営駐車場の利用料

金が、バンビオ２番館

にあるスポーツ施設と

大型商業施設に対して、条例で決めた以外の料

金で契約している事は問題であると指摘してき

ました。 

 駐車場料金は、公益性が認められた場合は市

長が承認できるとなっていますが、バンビオ２

番館にあるスポーツ施設と大型商業施設と指定

管理者との間での協定書（案）を市長が承認し

たことになっていることが明らかになり、一部

 バンビオ駐車場 

公共サービスの民間委託――指定管理者制度をチェック 

立命館敷地の土壌汚染、調査と対策を 

の特定業者との格安料金契約を、市長が公益性が

あるとして承認することは地方自治法違反である

ことを指摘しました。市長は早急に改善すること

を表明しました。 

 

 長岡京市は公共施設を

民間などに管理と運営を

任せることが出来る指定

管理者制度を活用し、平成17年度から年度協定に

よって、西山公園体育館・スポーツセンター・テ

ニスコートの利用料金収入と、市から出る人件費

 長岡公園テニスコート 

市内東部地域の小畑川 

工事中の立命館建設予定地 



 病状が終末期の状態になった時だ

けでなく、病気の診断後から早期に

提供される医療として、病院や在宅

で緩和ケアを希望する人が増えてい

ます。 

 「京都府がん診療推進病院」に指

定の済生会病院に、診断と治療だけ

でなく終末期までの最良の緩和ケア

体制の整備を、と提案しました。市

長は「乙訓地域の公的病院として済

生会病院に対して、地元医師会や向

日市、大山崎町と連携しながらより

よい医療体制が図られるよう要請し

ていく」と答弁がありました。 

 元気な高齢者の方たちの介護予防事業として、効果と成果を出し

ている北名古屋市での「回想法」を紹介し、質問しました。 

 「回想法」とは、昔懐かしい生活用具などを用いて、自分が体験

したことを語り合ったり、過去のことを思い出したり思い巡らすこ

とで、脳を活性化させる治療法です。いま、臨床に応用し、施設で

も取り入れられています。昔の写真一枚から取り組め、どんな場所

でも始められるので、高齢者の生活の質を高める効果があると言われています。本市でも積極的に取り

入れることを提案しました。早速、取り入れたいと答弁があり、実施に向け検討が進められています。  

41年間の保育を守れ 

 長岡京市の学童保育は、待機児童を一人もつ

くらず、41年間、保護者が働いて家にいない子

どもたちの生活の場として、また１～４年生の

集団で成長する教育の場となってきました。 

 しかし９月議会で、保育業務を民間に委託す

る予算枠が成立しました。同時に、保護者会か

ら出された請願も日本共産党以外の反対で不採

択となり、来年度４月から長七小での民間委託

が実施される予定です。何より第一に考えなけ

ればいけないことは、「子どもにとってよりよ

くなるかどうか」です。しかし、議会での質問

を通して、市からは、子どもにとってよりよく

なることは具体的に示されませんでした。 

 市の財政は、国の指標でも優良です。市財政

の効率的運営を理由に、子どもの保育を民間に

任せる道理はありません。 
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高齢者がいきいき参加する 
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学童保育の 

民間委託 

学童保育の 

民間委託 

など運営経費の指定管理料により体育協会が運営

をしています。 

 ところが、３施設の中で、テニスコートだけは

人件費や運営経費が支出されているにも関わらず

指定管理料が決算でマイナス524万円になってい

ます（下表）。これは年度協定で決められている

各施設別に発生する人件費など運営経費をテニス

コートでは支払わないばかりか、使用料で穴埋め

をさせようとする指定管理違反であると指摘しま

した。市は改善を約束しました。 

認知症予防まちぐるみで 

体育協会の 

平成23年度 

指定管理事業 

報告より→ 



よろしければおきかせください。 

お名前            ご住所                  お電話 

e-mail jcpnagaokakyo@gmail.com 
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●郵便振替 口座番号：００１７０－７－９８４２２  口座名義：日本共産党中央委員会 

           口座番号：０１０９０－６－００８４３０６  口座名義：日本共産党京都府委員会 

救援募金 引き続きご協力ください。 ※通信欄に「地震募金」「台風募金」など、募金の主旨

をご記入ください。手数料はご負担をお願いします。 

来年度予算に向けたご意見、暮らしの相談ごとをお寄せください。 

平成23年度決算、議案、請願などに対する会派の態度 採決 共 平 公 民 ほ 

平成23年度一般会計決算 可 ×  ○  ○  ○  ○ 

財政調整基金を積み増す一方、福祉・医療などの独自施策の抜本的な前進がないことや、補助金・民間委託に不透明な内容があ

るなど、市財政の使い方が市民生活最優先になっていないことから党議員団は反対。 

平成23年度国民健康保険事業特別会計決算 可 ×  ○  ○  ○  ○ 

医療費の増加による会計の逼迫を一般会計繰り出しや基金とり崩しで乗り切ったが、高齢者や非正規労働者など低所得層が加入

者の大半であるにもかかわらず、保険料引き上げを前提としている。市民負担軽減で早期治療ができるよう努めるべきと反対。 

平成23年度駐車場事業特別会計決算 可 ×  ○  ○  ○  ○ 

反対理由の詳細は中面に掲載。 

平成24年度一般会計補正予算第2号 可 ×  ○  ○  ○  ○ 

学童保育の民間委託を実施するための予算が含まれているため反対。 

市議会での留守家庭児童会1クラブの業務委託についての審議を先送り

し、長岡京市と保護者会の協議を重ねていくことを求める請願 
否  ○  ×  ×  ×   × 

市と指導員とともに学童保育を支えてきた保護者が民間委託で保育内容が維持できるのか不安をもち、話し合いを中断する形で

予算を決めないでほしい、と思うのは当然であり、議会は市の事業が市民の声に応えるものになっているか見直すべきと賛成。 

平成23年度公共下水道事業・乙訓休日診療所・各特別財産区財産・介護保険事

業・後期高齢者医療事業・水道事業の13件の特別会計決算。他17件の議案 
可 ○  ○  ○  ○  ○ 

表中、共:共産党、平：平成クラブ、公：公明、民：民主フォーラム、ほ：ほうれんそうの会 

日本共産党長岡京市会議員団（直通）  
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