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本名でしてます

１６才のグレタさんの行動に共鳴して、地球温暖化を止めるための「グローバル気候マーチ」が世界
中で行われています。京都のマーチも高校生や学生ら若者が多く、エネルギーと責任を感じました。
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「幼児教育・保育の無償化」
負担増になる世帯に市が補助

保 育 料

保育料
０でも
副食費がふえる

副食費含む
保護者 負担

保育料無償化とひきかえに、月4500円程度の副食費が一
律で自己負担になる問題で、これまでより負担が重くなっ
てしまう世帯への支援を求め、市が独自で補助して負担増
にならないようにすると答弁されました。

保育の無償化で
保 育 料
無償化

副 食 費
4500円くらい

保護者負担

「長寿検診」 を施設入所者にも広げる検討
75歳以上の方が無料で受けられる「長寿検診」について、特養ホーム
や介護付有料老人ホーム・老健施設の入所者等は対象外となっており、
検診費用が自己負担になっていました。
「不公平」と追及し、市は検討する旨の答弁をしました。

「緊急・相談通報装置

シルバー
ほっとライン」

使いやすく改善

高齢者の世帯で病状が急変した時など、ボタンを押すと受信センターにつな
がる装置が６月から変更されました。
固定型・携帯型の２種類で選べるようになり、買取方式からリース方式とな
りました。費用負担も所得に応じて月額０円～1200円となりました。

下水道料金値上げストップを
長岡京市は例年、水道に数千万円、下水道に数億円の
補助を一般会計（税金）から行っていましたが、今後は
対象経費のほぼ全てを市民から料金で徴収するとし、下
水道の22％値上げを打ち出しました。
憲法25条は「国は公衆衛生の向上に努めよ」、公営企
業法も「公共の福祉の増進を」とあります。
下水道の値上げは、子育て世帯や低所得者に重く、一
般会計の補助の継続を強く求めました。
これまで
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【緊急通報装置イメージ】

水道料金値下げを
長岡京市の水道水
は地下水と府営水道
のブレンドです。
「高すぎる」という住民
の声で、府営水道料金が４
度目の値下げとなる方向で
す。年６千万円程度、市の
水道会計の負担が軽減され
る見込みです。
「市民の水道料金も引き
下げを」と求めました。

決算 するどく
するどくチェック
福祉避難所

チェック

誰もがためらうことなく避難できる体制を
特に配慮が必要な高齢者・障がいのある方
などの「福祉避難所」は21施設が指定されて
いますが、実際の利用は１件にとどまり、必
要な方が十分利用できていると言えません。
福祉避難所は場所の
提供だけでは成り立ち
ません。人員の配置、
経費負担など施設側と
の具体的な協議が必要
だと求めました。
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駅前保育施設（認可外・株式会社）への市
補助金は2769万円でしたが、1308万円が「本
社管理費」として経費計上されています。
また、他の認可外保育所３園への補助金は
合計856万円にすぎません。透明性と公平性を
求めました。
本社
【本社管理費】
1308万円

市【補助金】
2769万円

bousai.nagaokakyocity@raiden.ktaiwork.jp
に空メールを送信ください

「避難指示」からの開設では遅い
住民の声を受け、西乙訓高校も一時避難所
として開設することとなりましたが、市は
「避難指示」が出てから開設する方針です。

チェック

補助金の半分近くが「本社管理費」に？

チェック

災害時に「避難指示」
まで住民を待たせるので
はなく、他の避難所と同
様に「避難準備」から開
設するよう求めました。

駐輪場・駐車場
公共施設としてふさわしい負担？

向日が丘支援学校
寄宿舎をなくすな、市からも要請を

一時避難所の西乙訓高

【西乙訓高校】

補助金のあり方

チェック

向日が丘支援学校にある寄宿舎（府の施設）
は、乙訓の障がいのある子どもたちにとって、
仲間とともに地域で生きていく力をつけていく
かけがえのない教育の場ですが、京都府は寄宿
舎をなくそうとしています。
「寄 宿 舎 の 存 続 を」
と集められた署名は、
約1万8千筆が京都府に
届けられています。

【向日が丘支援学校】

「障がい者基本条例
を持つ長岡京市として
寄宿舎の存続を府に求
めよ」と訴えました。

【三つの市営駐輪場】
利 用 料 総 額 ：１億１２２８万円
管理運営費：５６５９万円

【市営ＪＲ長岡京駅西駐車場】
利 用 料 総 額 ：１億４５９３万円
管理運営費：７３０８万円

上記はどちらも「市営」です。「福祉の増
進」を目的とする自治体が、管理運営費の２
倍の利用料を徴収すべきでしょうか。
利用料引き下げ・補助制度拡充など、利用
者へ還元の検討をすべきですし、特に駐車場
では、バンビオの公共施設利用者には無料に
すべきと求め続けています。

チェック

公共施設再編

新田保育所 事前の検討は十分だったか
長六小の敷地内に移転し、５月からスター
トした新田保育所は、園庭の水はけが非常に
悪かったり、第二園庭はほとんど使われてい
ないなどの状況になっています。
保護者からも「虫取りので
きる樹木がない」など声が出
ています。
現場や保護者との協議は十
分だったか、市の進め方をた
だしました。

「京都地方税機構」に国保の滞納整理を移管へ 市長が表明
「京都地方税機構」は、府と府内の全市町
村（京都市除く）で構成する広域連合で、税
を滞納すると、市ではなく税機構が催告や差
し押さえを行う仕組みです。
「娘の学費として借りた国の教育ローンを
差し押さえされた」など、強権的な取り立て
に「これが行政のすることか」と怒りや悲鳴
があがっています。

市長はその税機構に「国民健康保険の滞納
整理も移管する」と表明しました。
市はこれまで、滞納者を訪問して事情を聴
くなどしてきましたが、税機構では電話と文
書のみの対応です。
税に関する相談
生活困窮者をさらに追
もお気軽に議員に
い込むだけであり、移管
お寄せください。
すべきではありません。

「公共施設再編整備」に市民の声を
保健センター
中開田市営住宅

旧新田保育所

～ 建替え、移転、合築、跡地活用・・

市内の８７の公共施設の「再編整備構想」が出されてい
ますが、市民に広く知られていません。施設移転後の跡地
に何をつくるかも「構想」に書かれておらず、市民の願い
が反映される仕組みになっていません。
「売却も積極的に検討」ともあり、済生会病院の移転に
ともなう跡地も売却の方針が出されていますが、市民の意
見を聞く機会は作られていません。

済生会病院
産業文化会館
【再編や移転となる施設の例】

公共施設は市民にとって重要であり、売却や民間貸出等
の前に、まず市民のニーズにこたえるべきです。

指定ごみ袋 市は市民の声を聞いて
来年８月からのスタートを発表した「指定ごみ袋制度」
について、様々な声が市の「意見募集（パブコメ）」に寄
せられました。
【寄せられた声の例 】

「違反の袋が回収されない
と近隣住民の迷惑になる」

「袋 の 最 小 サ イ ズ
が１５Ｌだが、私は
スーパーの
「生ごみ処理機購
袋で十分」
入に助成しては」

しかし
市はこの

に背を向け
ています。

市のめざす「ごみ減量」は、
市民と対話する姿勢がなければ
できません。
「ごみ分別の説明をもっと行
い、市民の声を聞いて分別しや
すく改善し、『目標が達成でき
たら指定袋は導入しない』とし
てはどうか」と提案しました。

非正規職員が正規職員より多い！？市役所
市役所で働く嘱託・パートは約570人で、
正規職員の数を超えています。これら非正規
職員に「会計年度任用職員制度」が来年度か
ら導入され、期末手当や、少しの昇給（月給
職員）などが実施されます。
しかし民間のような「同一労働同一賃金」
や「５年働いたら無期限雇用に」の規定は適
用されず、問題です。

学童保育指導員は全員「会計年度任用職
員」となります。「50年も受け継がれている
事業なのに、全員非正規雇用でよいのか」と
追及しました。
保育所でもアルバイトが担任をするケース
もあります。「臨時でない業務は正規雇用に
すべき」と指摘しました。

長 岡 京 市 の 大 型 事 業 の
市役所の建て替え
約100億円の市庁舎建て替
えは、現庁舎の前に１期庁舎
を建てるための埋蔵文化財調
査がスタートします。
今年度末に向け実施設計が
行われていますが、市は「パ
ブリックコ
メントは行
わない」と
答弁しまし
た。
【新庁舎外観イメージ】

長岡天神駅周辺整備

「道の駅的施設」

阪急長岡天神駅周辺整備は
「基本計画」が出され、現在
地元地域を細かく分けて説明
会が行われています。テナン
ト入居者は対象外であり、ま
だまだ「知らない」という人
が残されて
います。
市民的合
意も大きな
課題です。 【西口駅前広場イメージ】

臨時議会

今

「道の駅的施設」は現在、
民間企業に参入意向等を聞く
調査が実施されています。
「基本構想」の敷地面積は
20000㎡でしたが、今の調査
対象は「8500㎡」で、文化セ
ンター通りの京都市との境の
角地です。

任期後半の２年間がスタート

１０月、臨時議会が開かれ、議会役員や常任委
員会メンバー等の選出がおこなわれました。残り
の任期も全力でみなさんの声を届けていきます。

住田 初恵 （すみだ はつえ）
〇 文教厚生常任委員会副委員長
〇 乙訓福祉施設事務組合議員

小原 明大 （おはら あきひろ）

二階堂 恵子 （にかいどう けいこ）

〇 総務産業常任委員会委員長
〇 議会運営委員会（会派幹事）

〇 文教厚生常任委員
〇 都市計画審議会委員

浜野 利夫 （はまの としお）

広垣 栄治 （ひろがき えいじ）

〇 建築水道常任委員
〇 乙訓環境衛生組合議員

〇 総務産業常任委員
〇 乙訓消防組合議員

あなたのご意見・ご要望をお寄せください。

よろしければおきかせください。
お名前

ご住所

お電話

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
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