
2010年度 あきる野市への予算要求書

日本共産党あきる野市議団は 10月 26日 (月 )、 日丼 孝あきる野市長に対 臥 2010年 度 (平成 22年)におけ

る予算編成作業をはじめるに当たり、日本共産党市議団が行つた市民との懇談会、市民アンケートに寄せられた要

求をまとめ、以下のような予算要求書を提出しました。以下に全文を紹介 します。

は じめに

厚生労働省は先 日、全国民の中での低所得者の割合や経済

格差を示す 「相対的貧困率」

(06年 )を公表 しました。先進国で最悪の 15.7%と な

り、 7人に 1人 の子どもが貧困家庭のもとで暮 らしていると

報告 しています。

自民・公明政権から民主党中心の政権を国民が選択 した理

由は、国民の暮らしを守る政治を求めたからにほかなりませ

ん。地方自治体においても、市民のくらしを守ることを施策

の中心にし、むだづかいをなくし、不要不急は後回 しにした

予算編成が強く求められています。

今年に入つて、 日本共産党市議団が行つた市民アンケー ト

には、「生きていくのがつらい」「年金は減 り、そこから天引

きされる生活に、一円でも安い買い物をせざるを得ない」「職

場をいつ首になるかわか らないので不安です」など悲鳴の声

が市民から寄せられてお り、地方自治体の任務の重大 さを痛

感 しているところです。また子育てする若い夫婦の家庭から

も「保育園 0学童保育の待機児童の解消をしてください」「義

務教育なのに集金がたくさんされ、食べるものを最小限にし

ている」 との声がよせ られています。

あきる野市にあって、 2010年 度の予算編成を迎えるに

あた り、 日本共産党市議団は次のとお り重点施策の予算要望

書を提出 します。

1、 .く らし・福祉の充実 を

①緊急生活支援

ア、一人暮らしの高齢者や母子 (父子 )家庭や低所得者に、暮

らしを守るあたたかい支援をしてください。

イ、 中小・零細企業に対する貸 し出し限度額や利子補給率の

引き上げなど、融資制度の拡充をしてください。

ウ、 失業対策 として、雇用創出のための具体的な手立てを

とつてください。

②医療 0介護

ア、介護保険料の減免・軽減策を強化 してください。

イ、予防重視型の健康施策を展開し、高い国民健康保険税を

引き下げてください。資格証明書の発行は今後もしな

いで下 さい。

ウ(公立阿伎留医療セ ンターの医師 の確保 と新型イ ンフルエ

ンザの対策 を医師会 と協力 して行い、ワクチンの確保

をは じめ、市民が安心で きるよ うに全力で取 り組んで

くだ さい。
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市民のみなさんの御意見をお聞かせ<ださい。

工、 介護報酬の引き上げや労働条件の悪化で人材確保がで

きず、このままでは施設運営 もむずか しい状況で

す。介護労働者が安心 して働 けるよう市独 自の支

援を してください。

オ、 介護認定 3以上の必要な人に紙おむつが現物真給 され

ています。 5000円 が限度 となつていますが実

態に合つていません。限度額を引き上げて くだ さ

い 。

③子育て支援

ア、 こどもの医療費無料化は、所得制限なしで中学3年生

まで拡大 してください。

イ、 保育料の値上げをせずに凍結 してください。

ウ、 保育園・学童クラプの待機児童を解消 してください。

工、 認可、無認可を問わず幼稚園・幼児園への補助を増額

してください。

オ、 新型イ ンフルエンザワクチン及び ヒブワクチンヘの

助成を行つてください。また、乳児のおむつ用ごみ

袋無料化の所得制限をなくし、ごみ袋を大きくし

てください。          _
力、 母親学級な どで布おむつの使い方 を紹介 し、利用を

増や してください。

キ、 3人 乗 り自転車 。子ども用ヘルメットの購入助成また

は貸 し出 しを して下さい。

ク、 中学生 。高校生などが放課後を過 ごす ことのできる

「たま り場 Jをつ くつてください。

④障がい者福祉
ア、 虹の家 をは じめ、あきる野市の障がい者施設に市か

らの法外の援助をしてください。

イ、 市役所玄関前の障がい者用駐車場に屋根を設置 して

ください。

ウ、 障がいのある方の就労の場を増や してください。

⑤市民サービスについて

ア、 るのバスの台数を増やし増発・増便をしてください。

イ、 五日市地区過疎地や、草花・牛沼地区など道の狭い地

域にデマン ドバスや乗 り合いタクシーなどを取 り

ウ、

工
、

ン ト 、

入れて 、交通不便 対策 をすす めて くだ さい。

使用料・ 手数料 の値 上 げを しないで くだ さい。

五 日市 フ ァイ ンプ ラザ の運 営にあたっては、今 まで

のサー ビスを低 下 させ ない よ うに して くだ さい。

五 日市地域交流セ ンターのフ リースペー スを増や し、

コ ミュニテ ィの場 と して有効 に利 用 で きるよ う

に して下 さい。



2、 教 育の充実

ア、 通学路の安全整備に力を入れ、交通擁護員を増や

して くだ さい。

イ、  学校整備費を増やして、行き届いた教育現場を確立

してください。

ウ、  洋式トイレヘの改修がすすんでいますが、残されたト

イレの改修を

いそいでください。

工、 標準服・学校給食費をはじめ、修学旅行費、補助教

材費など、義務教育の父母負担軽減に努力してく

ださい。

オ、  就学援助制度の枠を増やし、案内をわかりやすくして

利用をすすめてください。

力、  学童のメガネ代を就学援助に含めてください。

キ、  市P連からの要望書を、誠実に実行してください。

ク、  学童クラブを増設してください。 増設にあたつては子ど

もの育ちを十分  に考えて、遊び場やトイレ、休養

室など確保してください。

3、 まちづくり
ア、 旧秋川高校跡地、及び周辺地区の土地利用計画は、急

がず市民参加型で行うようにして下さい。産業系では

なく、市民が 望んでいる福祉・医療・教育の施設

をつくることを求めます。市民に犠 牲を強いた過去の

あやまちを十分総括してすすめてください。

イ、仮称 「まちをきれいにす る条例」を制定 し、市民

と協働 して、 まちをきれいにする運動を展開 し

てくだ さい。

ウ、 市民の避難場所 となっている公共施設の耐震化を

計画的に実施 して くだ さい。
工、 個人住宅の耐震診断 と耐震化対策 の充実をはか

り、地元の建築業者に仕事 を増やす 「耐震化 リ

フォーム制度」 をつ くつて ください。

オ、 防災無線の聞こえない地域、 うるさすぎるとい う

地域 な どよく調査 し、増設 を含 め地域防災無線

の充実をすすめて くだ さい。

力、 五 日市線の複線化をめざしつつ単線強化につ とめ

て くだ さい。

キ、 始発を早め、終電を遅 くして ください。立川直通

の電車を増や してくだ さい。

ク、 武蔵引田駅北口地域の下水道計画は、区画整理事

業計画 と切 り離 して進めて くだ さい。

ケ、 武蔵引田駅周辺の土地区画整理事業をすすめるに

あたつては、住民に正確な理解が得られるよう、

わか りやすい説明を十分に行つて くだ さい。
コ、 生活道路の補修、拡幅、排水対策などしっか りし

た計画 を立て着実に進めてくだ さい。

サ、 歩道の段差解消をは じめ、ユニバーサルデザイン

のまちを計画的に進めて くだ さい。また信号機

をは じめガー ドレール、カーブ ミラーなど道路

の安全対策に力をいれて くだ さい。

シ、 ごみの減量・資源化・ リサイクルをすすめ、地球

環境にや さしい施策を展開 してください。西秋川

衛生組合に建設が予定 されているガス化溶融炉の

建設にあたつては、秋川流域住民に十分な説明を

し理解 を得てすすめて くだ さい。

ス、 ふるさと工房については今まで どお りの運営が出

来るよ う、市が援助を して くだ さい。

4、 産業振興

ア、商店街の活性化のために、市民と協働 して、きめ細

かな支援策を展開 して くだ さい。

イ、農業基本計画に基づき、農業従事者、とりわけ後継

者が誇 りを持って働 けるよう支援 して ください。

ウ、秋川ファーマーズセンターの改修をすすめるととも

に、朝市の開催など地産地消型の産業振興に力を

入れて ください。

5、 平和について

ア、「非核平和都市宣言」を して くだ さい。

イ、二宮・草花地域 に騒音測定器 を設置 し、横 田基地の

騒音対策をすすめて くだ さい。

6、 ひらかれた行政運営を
ア、全ての審議会、検討委員会は公開してください。

イ、自治基本条例及び市民参加条例の制定を進めて下さ

い 。

ウ、だれもが見 られるように情報開示に力 をいれ、すべ

ての市 民が市政に参加できるようにしてくださ

い 。

工、地元の中小零細企業 も入札に参加できるよう、制度

を改善 して くだ さい。

オ、市議会本会議だけでなく常任委員会もインターネ ッ

ト中継を行 うための予算 をつけて くだ さい。

フ、国や都に強 〈申し入れ を
ア、30人学級の実現を、国や都にもとめて ください。

イ、 生活保護 1級地への引き上げを、国にもとめてく

だ さい。

ウ、 介護保険制度については、安心 して必要な介護が受

けられるよう制度の見直 しを国にもとめて くだ さ

い 。 、

工、 障害者 自立支援法の改正をし、応益負担をやめる

よ う国にもとめて くだ さい。

オ、 地方交付税を減額 しないよう、国にもとめてくだ

さい。

力、 公立阿伎留医療センターヘの補助金の拡大を、

国・都にもとめて くだ さい。

キ、 土地開発公社の土地の買い上げを、都にもとめて

くだ さい。

ク、 所得制限なしで中学 3年生までの医療費無料化を

早急に実施す るよ う、都 にもとめて ください。


