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あるので ％が国庫負担︶
残りが国保税︒
医療 費 の３ 割 と給 付 費
の６割を 負担して いる国
保︑高すぎる国保負担︒
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新システムの目的と
方針は

わかっていません︒

地方条例化について
市独自の条例は考えていません

⑥平成21年度 一般会計決算認定（１８：３で可決）
⑦平成21年度 後期高齢者医療特別会計決算認定
（２０：１で可決）
⑧その他・国保・老人保健・介護保険・水道事業・下水道事業
の決算も可決
⑨選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に
関する請願書
総務市民委員会では賛成４・反対３で採択
本会議では賛成１２・反対９で可決された

①フォレストシティー春日開発に伴う、
市の境界変更及び財産性分の協議
②財産の取得 月の浦と隣接する牛頸の山林72,731㎡を
１億1,200万円で取得
（牛頸釜跡群の緑地保全と乱開発防止の為）
③平成22年度 一般会計補正予算8,762万円（豪雨災害復旧費・
大野東中学校大規模工事・設計監理委託費など）
④平成22年度 国民健康保険特別会計補正予算…2,387万円
⑤平成22年度 介護保険特別会計補正予算………943万円

包括交付金とは何か
子 ど も・ 子 育て 関 連の 国 庫
補助負 担金と労使拠出の財 源を
一本化 し︑︵仮称︶子ども ・子
育て包 括交付金を導入する もの
で︑市 町村は特別会計を設 け地
域の実 情に応じた保育サー ビス
が行える案になっています︒

民営化や民間委託の
考えは
現 在 ︑公 立 保育 園 の民 営 化
や民間委託は計画していません︒

保育料について
園 側の 承諾 の 下同 席の 面 談
︵ 仮 称︶ こ ど も園 と は
を行っ ていますが︑保育料 を納
何か
保 育に かけ る要 件を 撤廃 し めてお られない方の多くは ︑経
新たな指針に基づ き︑幼児教育 済的問 題や子育てに関する 問題
と保育を共に提供する施設です︒ を抱え てあります︒問題の 対応
を一緒 に考え︑保護者との 相互
理解 や信頼関係を
保育所の最低基準の
深め ︑保育料の納
見直しは
付理 解を求める目
的です︒
児童 数に 対 する 保育 士数 や
保育面積等を定め ている︑児童
福祉施設最低基準 は︑新システ
ムで見直されるか ︑現時点では
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まだ ︑政 府の 子ど も・ 子育
て新システム検討 会議で基本制
度の要綱が出された段階ですが︑
目的は︑出産・子 育て・就労の
希望がかなうよう な社会を実現
すること︒方針は ︑子ども・子
育てを社会全体で 支援し︑幼稚
園・保育園の一体 化を実現する
ことです︒

実施時期は
平 成 年 の 通常 国会 に法 案
を提出し︑国及び 地方の恒久財
源を確保し︑平成 年度から待
機児童解消対策等 一部保育サー
ビスは前倒しで実施 し︑平成
年度から本格実施の予定です︒
23

松下の反対討論は裏面へ！

９月議会
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①国保法改正の概要について
②国保広域化政策について

今 回の 国保法 改正 は︑国 民健 康保険 事業 を都
道府 県に よる広 域化 のため の方 針の策 定と 財政
基盤 の強 化︵徴 収の 強化︶ が目 的です ︒財 政計
画・ 徴収 率向上 計画等 を本 年 月まで に策 定し
県に提出します︒
一 般会 計から の繰 入金は 将来 なくす 方針 で︑
保険料率を上げなければなりません︒
国保税の引き下げは財政難のため︑
国保特会への繰り入れの増額は無理な
ので引き下げは考えていません︒

国民健康保険税が高すぎる理由

12

38.5

年まで 国は総 医療 費の ％ を国 庫負担 とし
て自 治体 へ支 給し てい た︒ その 後︑ 医療 給付
費の ％に 変更 ︒国 保は医 療費 の３ 割が 自己
負担︑７割が国保の給付︒
その ％だから国 庫負担
は総医療 費の ％ になる
︵実際は 高額医療 給付が
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