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民自公談合を国民世論に反して、消費税増税と年金・医療・介護など社会保障後退
の検討会議を国会と国民に押し付けることに審判を！

企業立地促進条例

地域経済と
市民生活支える市政を

税金投入しても、
経済効果は不明

新政権は「経済再生」をうたっていますが、日本

京都府肝いりの企業立地促進条例は、大規

共産党は、日本経済の再生は、雇用と所得を増やし

模な企業ほど手厚く助成する一方、小規模の

消費拡大につながるような、循環型の経済になって

企業は対象外で、日本共産党は、一部企業へ

こそと考えます。

の税金投入にすぎないと反対してきました。

自治体の予算は、国の予算の影響を大きく受けま

今回の条例改正は、助成対象の条件緩和、

す。国は大型補正で建設関連への補助を増やしまし

立地期間の延長、３名の地元雇用の義務化、

たが、自治体は同時に多額の借金をすることになり

条例の５年間延長という内容です。

ます。一方、社会保障に対する国からの財源保障は
減るばかりです。
市民福祉の向上と地域経済の活性化の両立を進め

「企業存立は自治体運営の役目だ」として
賛成した会派もありました。日本共産党のこ
れまでの議会質問で、市も「税収増がこの条
例の目的ではない」と答弁せざるを得ず、ま

ると同時に、国に対して生活目線の政治を求めてい

た、企業側も、条例が立地の動機にはなって

く市政となるよう、市民の声を活かした政策を提案

いません。

してまいります。

体力のある大手企業にさらに税金を使うの
ではなく、地元商店街や中小零細企業が元気

２０１３年度予算で
実現します！
子宮頸がん・
子宮頸がん・乳
がん・乳がん・大腸
がん・大腸がんの
大腸がんの無料検診
がんの無料検診
継続と
継続と、乳がんの個別検診
がんの個別検診が
個別検診が可能に
可能に

になる地域循環型経済に軸足を、と条例改正
に反対しました。

国保料 また 引き上げ

乳がん個別検診は済生会病院でできます。

市が提案した今年度国保会計が議会で可決さ

住宅用太陽光発電に
住宅用太陽光発電に助成総額を
助成総額を倍増

れ、国保料は、所得最高段階をのぞくすべての
階層で、年額平均
年額平均５０００
年額平均５０００円引
５０００円引き
円引き上げられます

自然再生エネルギーへの関心の高まりで、助成を受
ける世帯が増える見込みのため、助成対象件数を増
やしました。

（日本共産党は反対）。非正規雇用や失業者の

来年度までの
来年度までの2
までの2ヵ年で、アゼリア通
アゼリア通りに自転
りに自転
車指導帯、
車指導帯、歩道整備で
歩道整備で歩きやすく

ているもと、国民皆保険制度とは程遠い、市民

周辺自治会・商店会振興会が共同提案され、府と市
が来年度までの2ヵ年で、車道の自転車レーン用カ
ラー舗装とあわせて、歩道の勾配をゆるくし歩きや
すくします。

加入が増え、若年齢化と低収入化が顕著になっ
への重い負担となっています。
保険料の値上げは、市民生活と健康を脅かす
もので、党議員団は、一般会計から国保会計へ
の繰り入れを増やすことと、国・府に負担を増
やすよう求めています。

２０１３年度予算 ここが 問題！
神足小学校複合化、
神足小学校複合化、子どもや来校者
どもや来校者の
来校者の安全の
安全の優先を
優先を！
今年度、開田保育所・学童保育所と複合化する神足小南西棟の解体工事が
始まります。現在の構想だと、小学生と保育所児童、保育所・子育て支援センターに出入りする人の
動線が交差し、安全面に不安があります。事故が起きないよう施設配置の見直しを求めました。

市の正規職員、
正規職員、減らせばいいものではない！
らせばいいものではない！
市の正規職員１０名の削減の５年計画は、初年度で削減目標を達成したのに、まだ削減方向を進めて
いるのは問題です。なぜなら、削減目標優先の結果、本来の市役所の仕事をどんどん外部に委ね、非
正規職員を増やし、正規職員の負担も増え、市民サービスの低下を招く悪循環となるからです。

水道経営を
水道経営を圧迫している
圧迫している府営水基本料金
している府営水基本料金の
府営水基本料金の解決を
解決を！
水道会計では、京都府への府営水料金約９億円のうち、使っていなくても支払う基本料金は３億円を
超え、これが水道経営を圧迫しています。2010年度、乙訓・木津・宇治の３浄水場系で平均４８％も
水が余りました。過剰なダム建設などのツケを府民に回す府のやり方を改善させるよう求めました。

バンビオ駐車場料金
バンビオ駐車場料金、
重大問題の解決と
解決と市民への
市民への無料化
駐車場料金、重大問題の
への無料化を
無料化を！
バンビオ市営駐車場を指定管理者として管理運営している長岡京都市開発株式会社
（市が４０％出資）の事業計画では、1億円を超える利用料収入を見込んでいま
す。地方自治法では、指定管理者が料金を決める場合は「公益上、必要があると認
める場合」に限られ市長の承認が必要です。ところが、平和堂とコスパに対する大幅な料金割引を
「覚書」で済ませているのは商行為にあたり、公益に反する重大問題だと指摘してきました。また、
市への株式配当を財源にするなどで、バンビオ利用市民の駐車料金を無料にするよう求めています。

公正な
公正な公共施設の
公共施設の管理運営を
管理運営を！
市から委託され指定管理者として西山体育館、スポーツセンター、テニスコートを運営す
る長岡京市体育協会に、利用料収入があるからとテニスコート予算を最初からマイナスに
し、赤字が出ても補てんしないのは、指定管理事業協定違反であり改善を求めました。

公共施設の
公共施設の利用料２
利用料２倍の格差の
格差の改善を
改善を！
同じ目的で利用しても、中央公民館・産業文化会館と、中央生涯学
習センターや多世代交流ふれあいセンターでは利用料単価が２倍も違います。開設が新しい施設ほど
人件費や共用部分の光熱水費などを上乗せしているためで、料金のあり方の改善を求めました。

特定運動団体への
特定運動団体への税金支出
への税金支出はやめるべき
税金支出はやめるべき！
はやめるべき！
財政の効率化を理由に学童保育の民間委託を始めたり、事業者は自
立できているとして障がい者福祉施設への運営補助をカットする一方、人権推進の名の下で、実質は
特定の運動団体の活動資金への税金支出は温存しています。「市民のための市役所」が問われます。

今年1月20日防災訓練
市ホームページより

市民を守る防災・減災
防災計画がより活きる防災・減災の備えを
市民や一時帰宅困難者の防災・減災対策を軸にした、新たな「長岡
京市地域防災計画」ができました。党議員団は、防災計画をより活かせるよう、要配慮者への対応、
災害時用マンホールトイレでの車椅子や介助者の対応も可能なテント整備、「身を守るため」の対策
として地震緊急速報受信機の有効利用など、それぞれ実効性のあるものにと求めました。
また、福井県の原発事故を想定して、京都府が北部住民の避難先を示し、長岡京市で最大7,140人
を受け入れ可能とする整備計画も防災計画に盛りこまれたことを受け、具体的な避難にともなう交通
手段や要配慮者への対応など費用も含めた課題で府と調整の必要があると追及しました。

原子力災害、国が示せない大地震との複合被害
長岡京市は「地域防災計画」に、国からの義務付けはありませんが、積極的に原子力防災対策編を
盛り込みました。対策は２つの柱だてになっていて、１つ目は、放射能プルーム（高濃度の放射能に
汚染された空気のかたまり）が、西に流れる場合には府北部の住民の一時受け入れ計画、２つ目は、
南に流れる場合の屋内退避勧告も含めた、市民の被曝を防ぐ対策です。
しかし、大規模な地震や津波によって原発事故を引き起こした福島第一原発の教訓があるにもかか
わらず、国も原子力規制委員会も、いまだに自然災害との複合災害を想定した被害規模や防災対策を
示せていないことが、予算委員会の質問で明らかになりました。
止まっていても大量の燃料が冷却不能になれば爆発や放射能漏れの危険があります。市民や職員の
命を守るための原子力災害に対する最大の対策は、原発をなくす以外にありません。
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自治体職員の働く条件の低下は、市民サービスや地域経済の低下を招く可能性がある 可決
として反対。
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平成25年度介護保険特別会計・公共下水道事業特別会計・乙訓休日診療所特別会計・
特別財産区財産特別会計の11件の予算。平成24年度一般会計補正予算、市議会基本条
例の一部改正、新型インフルエンザ等対策本部条例、国民健康保険条例の一部改正、 可決
他18件の条例改正、議案。ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳髄液減少症の診断・
治療の推進を求める意見書（案）
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平成２５年度予算、主な請願・陳情・議案などに対する各会派の態度

長岡京市職員の退職手当に関する条例等の一部改正

長岡京市企業立地促進条例の一部改正

表中、共：共産党、平：平成３クラブ、公：公明党、民：民主フォーラム、ほ：ほうれんそうの会

議会改革
議会インターネット配信

２０１３年度予算で
実現します！１面つづき
・五小の大規模化改善のた
めの増築工事
・神足小・三小・四小・五小・
八小・二中の耐震化工事
・六小・八小・長中に災害時
用マンホールトイレの設置

マンホールトイレ

・障がい者生活相談支援事業の拡充
・子育て家庭にヘルパーを派遣し家事・育児支援
・保護者の疾病時などの子どものショートステイ、トワイラ
イトステイの実施
・国保加入世帯主が後期高齢者医療保険に移行した際
の配偶者など国保に残る家族への負担軽減の恒久化
・高齢者福祉の中間拠点「地域包括支援センター」をす
べての中学校区に設置

地方議会は、首長も議員も直接に市民
から選ばれる二元代表制で、首長は執行
権をもち、首長を監視し、チェックする
のが議員です。議会は、議員や会派の数
だけ多様な民意がありますから、審査結
果は採決となります。
新年度予算で、本会議のインターネッ
ト中継と録画配信が実現することになり
ました。
日中に開かれる議会を議場で傍聴がで
きなくても、議員の審議状況や理事者の
答弁などが、いつでも確認できるように
なりますので、意見や感想をどんどんお
寄せください。

共産党が提案している議会改革
①請願・陳情での押印省略 → 実現！
②請願・陳情の委員会での趣旨説明
→ 実現！

・高齢者介護予防拠点施設として、寄贈民家を改装
・認知症対応型カフェや認知症サポーター養成講座の
充実
・障がい者通所施設の看護士配置のための補助
・学校の特別教育支援員の増員

③議会だよりの議員名記名と会派別議案
賛否の記載 → 一部実現！
④本会議と委員会のインターネット動画
配信 → 一部実現！
⑤本会議場のバリアフリー化と委員会室
での視聴 → 一部実現！

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。
（下記のいずれかの口座にお振込みください。）
●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：019090-6-0084306 口座名義：日本共産党京都府委員会

暮らしの相談ごと、あなたのご意見をお寄せください。
党議員団（直通）電話955-9551 FAX955-9741
e-mail jcpnagaokakyo@gmail.com
日本共産党長岡京市会議員団

よろしければおきかせください。
お名前

ご住所

お電話

検索

