国保税 9％、水道 18％
後期高齢者医療 10％もの

こんな時に

値上げは止めよ
かけのまち子

３月定例会に提出された江南市の 2020 年度
予算は、国民健康保険税や水道料金、後期高齢者
医療保険料をいずれも大幅に値上げする予算案。
消費税増税、未曾有のコロナ禍で市民生活も営
業もどん底に陥っている時に、さらに追い打ちを
かける連続値上げは止めよと、日本共産党議員団
は反対しました。
市民生活に負担増を強いる一方で、布袋駅周辺
の道路整備では、わずか 2 軒の建物移転補償に
9740 万円、全額市の負担による布袋駅犬山方面
のエスカレーター設置に 7062 万円など無駄使
いは相変わらずの予算となっています。

布袋駅東複合公共施設見直しを

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
困り事や要望は、党議団までお寄せ
下さい（連絡先は表面に）

意見書は、気候危機への対応は今後 10
年間が正念場であり、江南市でも想定最大
規模の降雨に見舞われた場合、木曽川が氾
濫し市内全域が水没する甚大な被害も想定
されることから、国に対し温室効果ガス削
減目標の大幅な引き上げを求める内 容で
す。

被保険者

世帯主45歳、妻38歳

を招くだけです。
子ども2人
連続の国保税値上げを中止し、低所得
国民健康保険税額
世帯への減免の強化や子どもの均等割
固定資産なし
329,100円
を減免する制度の条例化を求めました。 2019年度の保険税率
417,200円
標準保険税率
市当局は「国民健康保険の県単位化に
現在との差額
88,100円（+26.8％）
伴い、加入者の負担軽減目的の法定外繰

事業所の運転資金、生活資金の不足、家賃や税
金、国保税、公共料金の支払い困難、滞納など・・・
国や自治体からの支援策は刻々と変わっていま
す。ぜひ、一度ご相談ください。
深刻な駐車場不足は解消せず、先の見えないコロナ
不況の只中に民間事業者から提案書を受け付け、予定
通りすすめるのは無理だと指摘。事業の見直しを求め
ました。（4/6 現在、提案書受付を延期する方向です）

みわ

施設整備費 43 億 7770 万円、維持管理委託
料（30 年間）21 億円などの債務負担行為の額
は巨額で根拠が不明瞭なまま進んでいます。

３月定例会最終日、日本共産党議員団が
原案を提案した「地球温暖化対策の強化を
求める意見書」を全会一致で可決しました。

市は国民健康保険税を、県が示す標準
り入れの解消を県から求められている
保険税率になるまで連続値上げを強行
ため、負担感に配慮して税率を見直す」
しようと県に計画を提出しています。
と答弁。連続値上げの方針を変えよう
（右下表参照）
としませんでした。
消費税増税はじめ加入者の生活がい
所得２５０万円で、国保 41 万円にも
っそう厳しくなる中の連続大幅な値上
営業所得（世帯主） 250 万円
げは、耐え難い痛みとなり、滞納の増加

新年度予算で、みなさんの願いが
一歩前進します。
●老朽化した古北公民館（右写真）
を解体。跡地に学童保育、公民
館機能を併せもつ複合施設が建
設されます。
●布袋北小学校敷地内に、学童保育室が建設されます。
●小中学校 4 校の渡り廊下の耐震診断に予算
●病後児保育がようやく（藤里保育園に病後児保育専
用スペースを整備し、開設準備が進められます）

待望のトイレ洋式化が新年度で完了
小中学校 11 校分のトイレ洋式化改修工事費が補正
予算に盛り込まれました。全額を 2020 年度に繰り
越して工事し、市内全校のトイレ洋式化改修が完了し
ます。

陽子

「男女共同参画プラン」の達成状況や
市役所内女性幹部の割合、男性職員の育
児休業取得者、中学校の制服へのスラッ

自営業者から寄せられた強い要望

クス導入などについて質問しました。
審議会委員や区長、市役所の女性幹部
（21．６％）など政策決定に関わる女
性の数が少ないこと、育児休業を取得し
た男性職員は１名だけであったことが
わかりました。中学校の制服について
は、まだ声はあがっていないが LGBT
の方への配慮という点から今後考えて
いくとの答弁がありました。

を伝え、休日保育の実現を迫りまし
た。
「今各園で行っている土曜日保育
を各地区１園程度に統合する試みを
行い、保育士の確保ができれば、日曜
日の保育が可能になる」との答弁があ
りました。病後児保育に続き、日曜日
の保育も実現に向けて動き出しまし
た。

休日保育を早急に

巡回バスの運行で人口減少に拍車？

巡回バス請願への反対討論

3 月議会の「江南市に巡回バスを走らせること

に整備した場合、更なる居住地の分散化を招

を求める請願」への議員の反対討論が「おかしす
ぎる」と疑問の声があがっています。要旨の一部
を紹介します。

くことが懸念され、人口減少とともに人口密
度の低下に拍車がかかり、医療・商業施設な
どの生活利便施設の撤退、路線バスをはじめ
とする公共交通の撤退や縮小、空き家・空き
店舗の増加、地域コミュニティの機能低下な
ど、市民生活に様々な影響を及ぼすことが懸
念される。・・・」

「令和 2 年 3 月策定予定の江南市立地適正化
計画では、人口減少や超高齢化社会を見据え、コ
ンパクトエリア内への集約的都市構造の形成を
進めることとしている。仮に巡回バスを市内全域

10,591 名の請願署名が提出されたことを受け、熱い市民の願いに応
えて巡回バスを走らせようと様々な角度から必要性を訴えました。
いこまいＣＡＲは車両台数に限りがあります。希望が集中する朝の利
用を断られたり、一般タクシーを頼んでも予約がいっぱいで断られるケ
ースも起き、いこまいＣＡＲは限界に来ています。
視察したみよし市の、巡回バスと乗り合いタクシーを組み合わせ、両
方乗っても 100 円という公共交通を紹介。年々利用者
が増え１便あたり 15 人にのぼっているなど具体的な例
をあげて実現を求めましたが、市当局は「中心市街地の
活性化を図るため、今ある公共交通を充実していく。市
が主導してバスを走らせる考えはない」と従来の答弁の
繰り返しでした。
その他、休日保育の実現を早
く、ジェンダー平等、福祉避難
所、江南駅周辺の駐輪場につい
ても質問しました。

犬山市コミュニティバス（1 乗車 100 円）

３月定例会最終日の朝、市役所前で訴える巡回バスを走らせる会のみなさん

熱い期待を裏切った責任は重大
江南市議会３月定例会に「江南市に巡回バスを走らせる会」が
10,591 筆もの署名を添えて提出していた請願は、賛成３：反対１７
（退席１）で不採択となってしまいました。賛成者は山議員と請願の
紹介議員となった日本共産党議員団２人だけでした。（右表参照）請願
に賛成の討論はかけの議員が、反対の討論は長尾議員が行いました。

「継続審査」を求める動議も否決

その他、国民健康保険税の連
続値上げの中止、気候非常事態
宣言についても質問しました。

巡回バス実現の２つの財源について質問。複数の自治体にまた
がる基幹系統バス路線に対し、赤字分の 2 分の 1 を補助する国
の制度があること。また、市が運行する巡回バスに対して「基本
的に運行維持費等の８割が特別交付税で措置されている」と県交
通対策課が答弁しており、これらの財源を活用し巡回バスを走ら
せることができると質しました。
市当局は「（複数自治体にまたがる）広域路線の在り方は、今
後、公共交通の再編時に検討する。（巡回バスなどの）地方バス
路線の運行維持経費のうち、総務大臣が調査した額に 0.8 を乗
じて得た額が特別交付税の算定対象となる」と、巡回バス実現の
財源があることを認めました。
源があることを認めました。

3 月議会
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採決に先立ち党議員団は、請願を継続審査にすることを求め、委員
会再付託を願う動議を緊急に提出しましたが否決されました。
（継続審査とは、今回は結論を出さずに審査を続けること）

いこまいＣＡＲは、年金が
少ない人は高くて乗れな
い。懸命にやりくりしてい
る庶民の暮らしが目に入
らないのかな。

１万人もの署名をい
とも簡単に不採択に
した議員に失望。怒り
が収まりません。

不採択と聞いて耳を疑
いました。こんなに多く
の署名が集まったので、
今度こそと期待してい
たのに・・・

超高齢化で、待ったなしの
要求なのに「巡回バスは時
期尚早。だから請願不採
択」という議員にはあきれ
はて、悲しくなりました。
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