
介護保険

公共施設巡回バス（セッピィ号）

　対象年齢が拡大しました。今後さらに、本制
度に対する国庫負担と、摂津市において廃止・
縮小された入院時食事療養費補助の復活を
求めていきます。

　これまで中学校入学後の８月に支給されて
いた新入学学用品費が今年度より入学前（２
月末）に入学準備金として前倒し支給されるこ

とになりました。小学校入
学予定者への入学前支給
は来年度からの実施を検
討しています。

こども医療費助成制度
18歳になる年度末まで拡大

就学援助金制度
入学準備金の前倒し支給始まる

ひとり親家庭医療費助成制度
大学生など22歳になる年度末まで拡大

子育て支援
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毎月第３火曜日が法律相談です(弁護士が応対します)　あらかじめ議員までご連絡ください。
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ひろ
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昭和園８‐11‐１０８
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くらしと営業、
子育て・教育支える市政へ

　2018年新しい年を迎えました。
　日本共産党市会議員団は、市民のみなさんから寄せら
れた願い、市会議員選挙で訴えた公約の実現へ、昨年12
月、181項目の予算要望書を市に提出しました。４人の議
員団で力合わせて今年も全力をつくします。

環境を守り快適で住みよい街づくりを
●安威川・大正川の堆積土砂の浚渫など局部的豪雨に
対応する総合的な治水対策を。
●地盤沈下を招くJR東海新幹線基地内の地下水汲み
上げを規制すること。

安全で安心して暮らせる都市基盤の整備を
●生活道路・歩道の安全対策。
●市内循環バス、セッピィ号の増便。

子育て、学校教育、社会教育の充実を
●小中学校全学年で35人学級を実施すること。
●中学校でも小学校と同じように自校調理・全員給食
へ改善すること。
●待機児童解消へ認可保育所の増設を行うこと。公立保
育所の民営化、学童保育の民間委託は行わないこと。

日本共産党の主な要望・提案
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1人で悩まず、何でもご相談ください

2018

決意あらたに！
予算要望181項目を提出

「住民が主人公」の立場で
清潔・公正・住民本位の市政運営を
●公共料金の値上げをしないこと。北摂一高い上下
水道料金を値下げすること。
●男女共同参画計画の推進、LGBT支援。
●核兵器禁止条約への加盟を国に働きかけること。

暮らしと健康を守る社会保障の充実を
●国民健康保険料の値下げ、減免制度の充実。
●介護保険料の値上げストップ、減免制度の創設。
●生活保護基準のさらなる引き下げを行わないこと。

地元商工業・農業の振興と地域経済の発展を
●住宅店舗リフォーム助成制度の創設。
●中小企業振興条例を策定し、具体的な中小企業支
援策を実施していくこと。

　国の介護保険改悪によって、2017年度から要
支援の認定を受けた方に対するデイサービス、
ホームヘルプサービスが保険給付から外され、市
町村が実施する総合事業へ丸投げされました。
その上、国は総合事業への交付金に上限を設け
たため、全国の自治体で要支援サービスを取り上
げる事態が続出。「介護サービスが使えなくなっ
た」と利用者から悲鳴が上がっています。
　しかし、摂津市では市民運動と議会論戦によっ
て、希望するすべての要支援認定者へのサービス
を継続することができました。
　国の介護保険改悪を許さず安心の介護保険制
度へ全力つくします。

　バスを２台に増やし、１日４往復から７.５往復へ増便
になる予定です。また、鳥飼野々２丁目付近に停留所の
新設が検討されています。ひきつづき、公共交通の充
実、市内交通不便地域への新設を求めていきます。

全国で要支援サービスの取り上げ続出
摂津市は削減せず、
来年度も現行サービスを継続！

粘りつよい
市民運動、
議会論戦で

実現
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　昨年９月の市会議員選挙後、10月の第３回定例会、11月の決算審
査、12月の第４回定例会が行われました。北摂で一番高い上下水道料
金の引き下げを求める請願（野口、増永両議員が紹介議員）など市民
の願い、公約実現に奮闘しました。

　摂津市の働く人の年間所得は大阪府下で６番目に
低く、北摂７市の中では最低です。しかも、ピーク時
（1997年）と比べて66万５千円も減少しています。
摂津市の上下水道料金は所得が大阪府下２番目に高
い豊中市の１.３倍の高さ。市民のくらしを圧迫する状
態をこのまま放置していて良いわけありません。

公明・維新・自民・民主市民連合・無所属が反対で否決!!

国保料、介護保険料の値上げ計画やめよ!!

8,018名の賛同署名　　　　             上下水道料金の引き下げを求める請願

　通常国会で、戦後はじめて改憲の議論が行わ
れようとしています。安倍首相は憲法９条に自
衛隊を書き込み、名実ともに軍隊にして「海外
で戦争する国」を完成させようとしています。し
かし、国民多数は９条改定を望んでいません。
作家の瀬戸内寂聴さんやノーベル賞受賞者の
益川敏英さんら19人の呼びかけで「９条改憲
の国会発議をやめさせよう」と3000万人署名
運動が始まっています。ぜひご協力ください。

　昨年７月に、国連では「核兵器禁止条約」が
122カ国の賛成で採択されました。摂津市は
35年前「憲法を守り人間を尊重する平和都市
宣言」を行い、全市町村の98%が加盟してい
る「平和首長会議」の一員として核廃絶に取り
組んでいます。こうした中で、摂津市も平和首
長会議で取組んでいる「ヒバクシャ国際署名」
に積極的に対応し、核廃絶の世論を広げるべき
です。

憲法９条守れの
3000万人署名にご協力を!

摂津市も「ヒバクシャ国際署名」
に取り組もう
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北摂一高い上下水道料金に

　維新の松井知事は、今年４月から大阪府内で国民健康保険制
度を統一化しようとしています。
　１月10日に大阪府が出した保険料率では、摂津市の国保加入
者すべてが値上げとなります。
　摂津市の国保会計は大きな黒字を出し、単独なら値下げも可能
です。市民にとって「百害あって一利なし」の国保府内統一化に
きっぱり反対し、摂津市は、保険料の値上げをしないための対策
を行うべきです。

　介護保険は４月から第７期がはじまり、３年に１度の保険料見
直しが行われます。
　今回も基準年額で3,960円値上げの計画です。国保と介護で
ダブルパンチとなります。値上げするなの声を広げましょう。

値上げ押しつける維新府政の
国保統一化に反対

介護保険の値上げも中止を！

市財政は豊か 引き下げは可能です

暮らしに欠かせない水道 こんなに高いままでいいのか

市の責任で保険料値上げ中止を！

格差と貧困は拡大 市民の暮らしを
支える摂津市政を！

摂津市の働く人の
年間平均所得額の推移
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主要基金の推移

0
2004年度 2016年度

30

60

90

120

150
（億円）

50億円
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5万9千円）

50億円
（市民１人当たり
5万9千円）

143億円
（市民１人当たり
16万8千円）

143億円
（市民１人当たり
16万8千円）

2.86倍

●65歳以上74歳以下、年金収入月12万円の一人世帯

摂津市の国保料と大阪府標準保険料率との比較

現行19,504円 22,838円 3,334円
の値上げ

●40歳代ひとり親と子ども２人、年間所得100万円３人世帯

現行162,115円 170,116円 8,001円
の値上げ

●40歳代夫婦と子ども２人、年間所得200万円４人世帯

現行373,031円 392,707円 19,676円
の値上げ

引き下げを求め、請願に賛成 日本共産党

　摂津市は現在143億円の基金(貯
金)が積み上がっています。水道会計
は15年連続黒字で現金預金は32
億円。
　大阪広域水道企業団(淀川の水)か
ら摂津市が購入する水（摂津市上水
道の７割）の単価が４月から値下げと
なります。摂津市にとって2,115万円
の負担軽減です。これも値下げに活
用すべきです。

財政力は大阪府下トップ
水道会計15年連続黒字

主要基金残高143億円

請求書を見て「何かの
間違いでは」と問い合わせも

市民の暮らし大変！

北摂で一番高い

上下水道料金（２ヶ月40㎥使用の場合）
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