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二〇 一六年度福 山市 の予算編成を市 民 の命 ・くら し ・福祉最優先 に
国に対す る要望 に ついて
一、第 三次安 倍政権 の下、自 民 ・公明政権 は、集 団的自衛権 発動 の閣議決定 を強行 し、 ９月
連 一一法案 を異常 な国会 運営 で押 し通 しま した。 立憲政治 を踏 みにじる暴挙 は、戦後 七〇年間継続 し てき
た戦争 を しな い国 の根幹を捻 じ曲げ ようと して います。
また、地方 再生 の名 の下に、自治体 を再編成す る手法と して、財政措置 で誘導 し、連携中枢都市圏構想 で
実質的な道 州制 の突破 口を開 こうと して います。道 州制 は、国 の仕事 を外交 ・軍事など に限定 し、社会保障
や教育 などを守 る国 の責任を投げ捨 てる国家 制度 の大改編計画 です。市 町村 は再編さ れ住 民から い っそう遠
くな り、住 民サー ビ スも危うくな るなど地方自治 の変質 ・破壊 そ のも ので、全 国町村会や全 国町村議会議長
会は 「
断 固反対」 して います。
また、都市部 に公共施 設と住 民サー ビ スを集約す る方向を打ち出 して います。
これ は、都市部周 辺 の市 町村 にあ る文化施 設や 図書館、福祉施 設など の公共施 設や行政 サー ビ スの拠点を
「
集約化」す るも のです。統廃合 した施 設 は、民間委 託などを進 め て住 民サー ビ スを企業など のもうけ の道
具 にす る計画 です。周 辺地域 の切り捨 てと住 民サー ビ スの後退が進 み、地域 の疲弊 をさら に進 めるだけ です。
福 山市 は、日本国憲法と地方自治法を遵守 し、非核平和 の行政を つらぬき、地方自治を堅持す る ことを強
く求 めます
二、安 倍政権 の経済政策 の特徴 は、金融緩 和や財政 出動な ど 「
３本 の矢 」 で円安 を進 め、株価 を上げ れば、企
業 の利益が増え、 回りまわ って国 民 の収 入や 消費 も増え ると いう も のです。 円安や 株高 は進 み、大企業 を中
心 に企業 の利益 は記録的な水準 に積 み上が って いますが、 そ のほと んど は内部留保 に回 って、勤労者 の収 入
や 消費 は増え て いま せん。大企業 がもう け ても家 計 に回らず、 肝心 の消費 が落ち 込ん で いる のでは経済 の立
て直 しな ど 不可能 です。行 き詰 ま った アベ ノミク スをや めさ せ、家 計 と中 小企業 を応援 す る経済政策 を実 現
す べき です。
％ への引き上げ 、 原発再稼働、労働者 を際

国民生 活 の基盤 とな る食糧生産 と食 の安全 に深刻な影響 を及ぼ し、 国民 の命 を守 る健康 保険 制度や 医療 制
度 の改悪 に つなが る ＴＰＰ参加、 二〇 一七年 四月 から の消費税

もと に進 められ る諸政策 は、福 山市 民を 一層 の苦 しみに追 い込みます。
地方自治体 を守 り発展さ せる立場 で、 国 に対 して意 見を上げ 、 消費税 の増税 反対を表 明 し、 地方 交付税 の
増額と各種制度 の国負担金増額を要望す る ことを求 めます。
三、安倍政権 の 「
骨太 の方針」 は、歳 出改革 の重点分 野と して、社会保障、社会資 本整備、地方行財政 の抑性
・削減 を打ち出 して います。
社会 保障 の自然増加分 に ついては、 ５０００万円 にま で抑制 し、さらな る社会 保障 切 り捨 てを進 めよう と
して います。 そ のため に マイナ ンバーを フルに活用 し、金融資 産等 の保有 状 況を考慮 に入れ て負担 を求 め る
仕組 みづく りを検討 し て います。市 民 の個 人情 報保護 を徹底 し、 国 の医療 ・福祉削 りを許さず、自治体 の本
旨 であ る市 民 の命優先 ・福祉増進 ・暮ら し向上 の市政 運営 を進 める ことを強 く求 めます。
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限 のな い長時 間労働 に追 い込む ホ ワイトカラー エグゼ ンプ シ ョン、自 助自 立等 々、 アベ ノミク スの掛 け声 の
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福 山市政 の民主的転換 を
一、地球 温暖 化が深刻 化 し、何時、何 処 で、 ど のような災害 が起 こるかわ からな いと いわ れ る今 日、 不要 不急
の大型 公共事業 は取 りや め、命最優先 で急傾斜 地対策 、 公共施 設 の耐震改修、 河川改修や 生活道 路 の改修
など、防災減災 のまちづくり最優先 に切り替え る こと。
二、中核市 の中 で上位 に属す る優位な財政力を持ちながら、長寿祝 い金を削 る等、福祉削 り の 一方 で、 ３０３
年度末 １５５２億 ４５３６万円余、特別会計 ５６億 ７４４８万

億 ７６１０万円余 の基金を保有す る 「
ため こみ主義」 は改 める べき であ る。
後年度負担 とな る市債 （一般会計 ・平成
万市 民 の命 を守 り、暮ら し の向上、福祉拡充、豊 かな教育 の推進、快適な住環境

を温存 し、 「
利用」 して いる。部落解放 同盟 への団体補 助金や福 山市 人権交流 セ ンター内 に 「
部落解放 同盟

四、 同和行政 の法的根拠を失 った にも かかわらず、 「
差 別があ る限り」と、 いまだ に部落解放 同盟と の癒着構造

て いる。市長を先頭 に、法令法規を厳守 した公正 ・公平な市政 の執行を鋭意進 める こと。

また、数 々の予算 執行 のあ り方 に住 民監査や住 民裁判が起 こさ れ るなど に、市 民から の行政 不信 が示さ れ

こ のあ り方 は、地方自治体 の主体性を損なうと同時 に、労働組合 の団結権や労働権 も侵すも のであ る。

幹部と市職員労働組合 の幹部が協議す る 「
市 民サー ビ ス向上意 見交換会」で、主要な施策 を取 り決 め て いる。

通称 「
福 山市 ヤミ専従裁判」は最高裁判所判決 で断罪さ れた。しかし、今 日な お、同様 の仕組 みを持 つ市 の

福 山市 の自治体改革推進会議 の設置と異常なま で の労使協 調路線 に ついて、市 民オ ンブズ マンが提訴 した

三、 不公正をただ し、清潔 ・ガ ラ ス張 り の市政実 現 へ力を尽くす ことが求 められ る。

整備促進 に重点 を おく こと。

の事務権 限を使 って、

円余） の高 い公債費 を続けながら推進 して いる国 ・県 ・大企業主導 の大型開発投資 をとりや め、中核市
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福 山市協 議会 」 の事務 所を無償貸 与す るな ど の特 別扱 いを キ ッパリ廃 止 し、 同和行政終結 を内 外 に明確 に
示す こと。
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総務委員会 に関わ る要望項目に ついて

地域活性化を進 め地方自治 の拡充を
○ 昨年度 から福 山市 が名乗 りを上げ た 「
地方中枢拠点都市 」モデ ル事業 は、総務 省が打ち出 した 「
新 たな広域
連携」 です。
この 「
新 たな広域連携」 は、 人 口減 少 ・少 子高齢社会 でも、経済 を持続 可能な も のと し国 民が安 心 し て暮ら
す には、核 とな る都市や そ の圏域 を戦略的 に形成す る ことが 必要と して 「
市 町村 が単 独 で、 あら ゆる公共施 設
等 を そろえ ると い った 「
フルセ ット の行政」 から脱却 し、市 町村 間や市 町村 ・都道 府県間 におけ る連携 で必要
なサー ビ スを確保す るも のです。
第 ４次 一括法 は、指定都市 と都道 府県 の二重行政を解 消す るため の調整会議 の設置を法定 化 して います。
調整会議 は、競合 回避 の原則や最 小 コスト の原則と いう能率性を 目的 にして います。
これ は、 「
民主的 にして能率的な行政 の確保」 の名 のもと に、地方自治体 が 「
住 民が主 人公」 の立場 で、福祉
の増進 を図 る観点 を欠落さ せ、住 民 の暮ら しや営業、福祉 に密接 にかかわ る行政事務 を リ ストラ して いく道 具
とな りかねません。
こ の間 の 一連 の権 限移譲や 「
フルセ ット の行政」 から の脱却、新 たな広域連携 は、 地方 への財政支 出削減、

月 に市 民意識調査をもと に策定 した福 山市 人 口ビジ ョン、福 山市総合戦略 は、市 民希望出生率 １ ・９７

行政サー ビ スの縮 小 ・集約化を図 る地方再編、道 州制 に つなが るも のであ り推進 しな いことを求 めます。
○
を達成 し、 ２０６０年 に ４０万 １千 人を目指すと して います。

｢

｣

総合戦略 では、 これま で の も のの豊 かさ を実 現 してきた時代 から の転換 を図 り、 「
心 の豊 かさ」が実 現 でき

｢

｣

る社会 を 目指すと して いますが、 も のの豊 かさ が実現 でき て いるわけ ではあ りません。
市 民意 識調査 によ ると、結 婚支援 のため の行政 の支援 と して、最 も多 いのが就職機会 の確保 ・非 正規 雇用 の
解 消 です。 また、 理想 の子ども数 （
２人） を持 つため の条件 と して回答 の高 い順 から みると、 子ども の保育費
用 の負担軽減、 子ども の教育費 の負担軽減、 子ども の医療費 の助成充実 とな って います。
福 山市 の人 口ビジ ョンで理想 とす る子ども数 を持 つため には、 まず 既婚者 が ５８． １％ と いう状 況を増や す
ことが必要 です。
そ のため に、市 民が 必要と考え て いる のが、就職機会 ・非 正規雇用 の解 消 であ り、経済的 問題が、結 婚 に障
害 とな って いる ことを示 して います。
子どもを ２人持 つため の条件 でも、 子育 て費 用 の負担軽減 ・充実が 必要と答え て います。
市 民意識調査 の結 果を生 かす事 が 必要 です。
２０１７年度 から の第 ５次福 山市総合計 画策定 に向け、基本構想 の検討、 パブ リ ック コメ ント の実施 な どが
計画さ れ て います。
１、総合戦略推進懇 話会 に市 民も参加 し、意 見が述 べられ るよう にす る こと。
２、第 ５次総合計画策定 に向けたパブ リ ック コメ ント の実施期間 は ３カ月 にす る こと。
３、国 に対 し次 の事 を求 める こと。
①全 国市 町村会や全 国市 町村議会議長など地方 から 反対 の声が強 い道 州制 の導 入は行わな いこと。
② 地方交付税制度 を守 り、地方財源を確保す る事。政府 は、危機 対応 モードから平時 モード へ切り替えを進
め て いくと して います。しかし、度重な る自然災害や南 海 トラ フ地震など への防災 対策、不況や増税など
で立ち いかなくな る事業者や住 民 のくら しと雇用 への支援、学校や道路など老朽 化 したイ ンフラ の整備な
ど地方自治体 の役割 が十分発揮さ れ るよう し っかりと支援す る こと。

年度 から 一部実 現 しま したが、政府 の責任

③ 「
集約化」による新 たな地方 切り捨 て政治 は行わず、自治体 の子育 て支援、若者 の仕事確保と定住促進 へ
の財政支援 を実施す る こと。
④ 地方 交付税 の特例措 置 の終 了にともなう新 たな財源措 置が
で必要な財政需要 に即 した財源措置を確保す る こと。

１４
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マイナ ンバー制度 に ついて
マイナ ンバー制度 は、今年 １０月 から、赤ち ゃんから お年寄 りま で住 民登録を して いるす べて の人 へ１２桁、
法 人には １３桁 の番号が通知さ れ、 ２０１６年 １月 から運用が開始さ れ るも のです。
こ の マイナ ンバー制度導 入 の目的 は、社会保障費 の抑制、削減 を効率的 に進 めるために行うも のです。
当初考え て いた社会保障 制度、税制、災害分 野に加え、金融、 医療機関な ど の分 野 にま で拡大 をす るも ので
す。
年金機構 の情報流 出問題 にみられ るよう に、国 の安全措置 は不十分と言わなければな りま せん。
マイナ ンバーが被害 を受ければ、計 り知 れな い情報流 出とな ります。
先進 国 のな かでも マイナ ンバー に大量 の情 報を付与 して いると ころはあ りま せん。
しかも、 アメリカ、韓 国 では マイナ ンバー の流 出が相次ぎ、成 り済 ま し詐欺などが横行 して います。
マイナ ンバー は、 国 民 の願 いか生 まれたも のではあ りま せん。 国 民 の所得 ・資 産 を厳格 に つかみ徴税 ・社会
保険料徴収 の強 化な ど効率 よく実施 ・管 理 した い政府 と、 マイナ ンバーを ビジネ スチ ャン スにした い大企業 の
長年 の要求 から出発 したも のです。
来年 １月 の本格 運用 に突 き進 む のではなく、凍結 ・中 止 こそ必要 です。
○国 に対 し、凍結 ・中 止を求 める こと。

国保行政 に ついて
○国保 の広域 化 に反対す る こと。
○高すぎ る国保税を引き下げ る こと。
１、国庫負担率を 元 の四五％ に復 元す るよう政府 に求 める こと。
２、国保会計 の黒字や 国保基金 は、国保税引き下げ の財源と し、国保税を少なくとも世帯あたり 一万円引き下
げ る こと。
4

３、 一般会計 から の繰 り入れを大幅 に増額 し、国保税 の引き下げや申請減免 の財源 に充 てる こと。
４、保険税 の賦課方式 に ついて、応益割合 は低 く し、応能割合 を高 め、累進性を高 める こと。
５、現在 の保険税賦課計算 では、滞納 見込み分をあら かじめ、納付 見込み分 に上乗 せす るため、保険税が割高
とな る仕組 みです。滞納分 は、納付者 の責任 ではあ りま せん。滞納分 は、 一般会計 から の繰 り入れ で補 て
んす る こと。
６、国 に対 し、 子ども の医療費助成制度など による福祉波 及分 の減額措置 は行わな いよう求 める こと。
７、多 子軽減制度 を設け る こと。
○資格 証明書や短期被 保険者 証 は、発行 せず保険 証を交付す る こと。
○国保 に ついても、傷 病 手当 及び産前 産後 の出産 手当金 を出さ せるよう に政府 に求 め、当 面福 山市 と して実施
す る こと。 少なくとも、 必要な 予算 に ついて の試算 を行う こと。
○ 一部負担金を、 子ども （
就学前） は無料 に、現役世代 は ２割 に、高齢者 は １割 に引き下げ る こと。
１、減免制度 は、 入通院とも生活保護基準 の１３０％ ま でに拡充す る こと。
歳未満 の子ども は、 課税 対象 にしな いこと。 少なくとも均等割 り の減免を行う こと。

２、減免適 用 は、 一時的な所得減 少 にとどまらず、保護基準 以下 の低所得者 も対象 とす る こと。
○国保税 の算定 に、

○保険料 の滞納分 の差 し押さえ は行わな いこと。

○医療費 の２割負担、 ３割負担 は取 りや め、全 て の高齢者 の窓 口負担 を １割 とす るよう、国 に求 める こと。

○短期保険 証 の発行 は行わな いこと。

○後期高齢者 医療制度 は、直ち に廃 止 し、老 人医療保険 制度 に戻す よう政府 に求 める こと。

後期高齢者 医療制度 に ついて

相談 ・収納業務 を行う こと。

○国保税滞納者 への人権 を無視 した強権的な取 り立 ては行わな いこと。 生活実態 を よく聞き、親身 に対応す る
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公務員給与 に ついて
○人事院勧告や 県 の人事院勧告 に基づき給与や 一時金 に ついて、 ２年連続 して引き上げ を勧告 しま した。 しか
し、 これま で 「
給与特例法」 により、 ２年間 ７ ・８％ の賃 下げ な どが行わ れ、 不十分な措 置 です。 しかも、

｢

｣

今 後恒久的 に公務 員 の賃金 の引き 下げ とな る 給与制度 の総合的な みな お し を ２０１５年度 から ３年 かけ て
行う事 を要請 して います。平均 ２％ の賃金引き下げや 地域間格差 に つなが る 「
地域 手当 の見直 し」
、 ５０代後
半層 では、最大 ４％ も の賃金 引き 下げ を行う も のです。 これ は公務 員 の生活を厳 しくす るだ け でな く地域経
済 にも悪影響 を与え るも のであ り、 公務 員 と民間 の給与 の引き 下げ 競争 にも つなが ります。 民間企業 の実質
賃金 が １６カ月も低 下 し続 け て いるな か で官 民格差 の解 消 の下 に公務 員給与 の引き 下げ を行う事 は、景気 回
復 の足かせにもな ります。
国 に対 し、次 の事 を求 める こと。

｢

｣

１、 給与制度 の総合的 見直 し 撤 回を行う こと。
２、全体 の奉 仕者 であ る公務員 の意欲低 下に つなが る給与 に反映す る人事評価制度 はお こなわな いこと。

公務員雇用問題 に ついて
○福 山市行政 は、 ２０１５年 ３月 ３１日時点 で正規職員 は ４０５７人 ですが、臨時職員 １２８２人、 嘱 託職員
１２８０人によ って支えられ て います。
１、恒常的 に必要な職員 は、 正規職員と して採用す る こと。
２、非 正規職員 であ っても、 正規職員と同じ労働 であれば、 同 一労働 同 一賃金とす る こと。

女性施策 に ついて
％達

○各種審 議会 を はじめ、意志決定機関 への女 性参加率引上げ に ついて、部会 ・専 門委員な ど含 め て、全庁的な
％ 目標 の総達成 を目指す こと。特 に、教育、福祉 の分 野に ついてはただち に

に向けた取 り組 みを図 る こと。 そ のため の啓 発活動を継続的 に行え るよう、 予算措置を行う こと。
○女性を蔑視 し人格 を踏 みにじる文化的退廃 を許さず、 人権尊 重 の世論と運動を広げ る こと。
○松永 の母子寮 を復活す る こと。

条 の廃 止を求 める こと。

○保育 士や学童保育指導員など の非 正規雇用 の正規化、労働条件 を改善 し 「
官製 ワーキ ング ・プ ア」をなくす
こと。
○妻など家族従業者 の働き分が 必要経費 と認められ るよう、所得税法

の市営墓地 にガードパイプ設置を行う事。

○墓参者 の高齢 化などもあ り、市営墓地 で必要なガードパイプ の設置など転落防 止対策 を行う こと。芦 田町 で

○不足 して いる、市営墓地 の増 設を行う こと。

○福 山市中央斎 場 の水く み場を墓地 の中 に増 設 し利用者 の利便性を図 る こと。

斎場並びに墓苑 の整備 に ついて

的規定 をなくす よう国 に求 める こと。

○夫婦同姓 の強制や女性 のみ の再婚禁 止期間、男女 別 の婚姻最低年齢など遅 れた民法制度 の改 正を行 い、差 別
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取 り組 みを行う。当 面
成 をす る こと。

３０

○男女 共同参 画社会 をすす め るため の各種講座 を開設 し、女 性問題を初 めとす る学 習や社会参加 の 一層 の促進

５、暴力を許さな い社会的合意 を つく る こと。

４、加害者 更生を図 るため の調査研究と対策強 化、学校など で の予防教育 を強 化す る こと。

３、被害者、加害者 へのリ ハビリ テー シ ョンや 心理療法など に取 り組 む こと

２、 一時的緊急避難施 設 ・シ ェルターを増 設 し、 民間 シ ェルター への運営費 を助成す る こと

１、相談窓 口を充実 し ２４時間対応が行え るよう に相談員を配置す る こと

○ド メ ステ ィ ック ・バイオ レンスに ついて

３０

交通事故対策 に ついて
○通学路 の歩道 の整備を行う こと。

｢

○通学路 の安全確保 のため、道路 に凹凸を つけ て自動車 の速度 を落 とさ せる ハンプ」 の設置や車道 幅を狭 める
「
狭さく」など児童が安 心 して通行 でき るよう道路整備を行う こと。
○通学路 に、 必要なガードパイプ、ガード レー ルなどを設置す る こと。
○保護者、地域、学校 で の意 見を聴取 し、 必要な通学路 の安全 対策 を随時行う事。
○国道 １８２号線 の加 茂 町百谷 の自 動車転落個 所 に ついて、ガード レー ル設置だ け でな く、急 カーブ とならな
いよう道路改修 を行う こと。
○津 之郷 ・長者 ヶ原線 の防音、排ガ スな ど の予防 のため ２号線 から 山陽本線 ま で の間 に防音 壁な ど の設置を行
う こと。 また、東 西 の歩行者 の横 断 のため地 下道 を設置す る こと。 そ の他住 民意 見を聴取 し安全な道 路建 設
にな るよう 手立 てを尽くす こと。
○道路 の既存 スト ック維持 のため、舗装費 の増額や 不明瞭な白線 は引きな おす こと。

火災 による死亡事故を ２度と起 こさな いために
○介 護施 設、雑居 ビ ルな ど の、特定防 火 対象 物 におけ る防 火施 設整 備、安全 対策 に ついて、漏 れがな いよう査
察 ・点検を実施 し、結 果を公表す る こと。
○違 反を放置す る ことなく、 必要な警告、命令等 の手続きを お こな い、是 正さ せる こと。

｣

○ ２０１４年 ９月、消防力基準 に ついて、「
消防力 の整備指針 及び消防水利 の基準 に関す る検討会報告書 では、
見直 し の概 要が 示さ れま した。東 日本大震災 の教 訓を踏 まえ、急速 な高齢 化 にともなう救急需 要 の増大等 に
対応す るため の救急体 制 の確立や 予防体 制 の構築な ど に基づき見直 しを行う も のです。検討会 の報告書 に基
づき福 山市 の必要な体 制強 化を行う こと。 予防 要員 の増員等を行う こと。
○資金難 の事業者 が、違 反事項 に ついて改善 でき るよう、無利息 の融資 制度 を独自 に創 設す る こと。

人権 ・同和行政 の終結、清潔 ・公正な市政を
○同和行政が完 了した今 日、 人権 ・同和施策 は終 了す る こと。
○ 「
福 山市 人権施策基本方針」は抜本的 に見直 し、行政主導 の 「
人権 ・啓 発」や 「
住 民学習」を廃 止す る こと。
○ 「
解 同」福 山市協 への補 助金を廃 止す る こと。
○同和地区実態把握 はや める こと。
○同和問題 に特化 した職員研修 は行わな いこと。
○人権交流 セ ンター で の 「
解 同」 の事務 所使用をや めさ せ、 コミ ュニテ ィセ ンター、 コミ ュニテ ィ館 の行政 目
的 を変更 し、児童館、高齢者施 設など地域 の要望 に基づ いたも のにす る こと。
○憲法第 十 五条 で明記さ れ て いる 「
全体 の奉 仕者 」 であ る公務 員 と して市職員 が、 そ の自覚 にもとづ く職場規
律 の確立、職場 から の行政改善など積極的 に行 い、住 民奉 仕 の行政推進 を はかる こと。
「
業績評価」 の導 入は行わず、自治体職員 の創意 で意欲が生 かさ れ、誇 りと働きが いがも てる職場とす る こ
と。
○自治体改革推進会議 に代わ る市 民サー ビ ス向上意 見交換会 と労使共同体制を解 消 し、行政と労働組合 の健全
な関係を構築す る こと。

平和問題 に ついて
今年 は、広島 ・長崎 の被爆七〇周年 の年 です。福 山市 が、 非核 三原則 の完全実施

｢
｣

核武装 の廃絶 を全 世界 に

｣

｢

強 く訴え、恒久平和を求 める と した宣 言 のよう に、唯 一の被爆国と して、また、 日本国憲法 ９条 を持 つ国と し
て、 反核 ・平和 の取 り組 みを強 めなく てはな りません。
○平和非核都市宣 言 の標柱、啓 発看板 の抜本的増 設を行う こと。
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○ ヒ ロシ マ ・ナガサ キ の被 爆 の実相 を広 く内 外 に知ら せ、 国内 はもと より、全 世界 の非核宣 言都市 と の連 帯と
交流を深 め核兵器廃絶 を訴え、 運動を進 める こと。
○平和非核都市宣 言 の趣旨をす べて の福 山市 民に周知 し、平和、核兵器、軍縮問題 に関す る内外 の資料を収集
し、福 山市 民に提供す るととも に、原水爆禁 止 ・平和を求 める市 民 の団体、 運動 への援助をす る こと。
○ 「
特定秘密保護法」 は、戦争 でき る国づくり の第 一歩 です。 国民 の目、耳、 口をふさ ぐ秘密保護法 は撤廃 以
外 にあ りま せん。福 山市 と しても 「
特定秘密保護法」撤廃 を国 に強 く求 める こと。
○特定秘密保護法 に係 る行政業務 には 一切協 力 しな い事。

｢

｣

○憲法違 反 の 平和安全保障法案 は、発動さ せる べき ではなく、廃 止す べき です。 国 に対 し、憲法順守 と法 の
廃 止を求 める こと。
○自衛隊 に対す る住 民基本台帳 の閲覧 を、プ ライバ シー保護 と いう これま で の立場を堅持 し、行わな いこと。
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民生福祉委員会 に関わ る要望項目に ついて
介護保険制度 ・高齢者施策 に ついて
○ 「
医療 ・介護総合法」による介護保険 の大改悪を中 止 し、必要なサー ビ スが受けられ る介護保険制度 への見直 しを
す るよう国 に求 める こと。
○ ２０１５年度 より、基本報酬が ４ ４.８％引き下が りま した。報酬単価 の引き下げ の中 止と、報酬引き上げ を国 に要
望す る こと。 また、制度改悪 による高齢者や事業所 への影響調査を市独自 で取 り組 む こと。

％ にす るよう国 に求 める こと。

○介護保険 の利用料を 一割 から 二割 に引き上げ る事や、特別養護老 人ホー ム の入所者 の重度者 限定 は撤 回、ケ ア マネ
％引き上げ、 公費負担割合 を

ジ ャー のプ ラ ン料 の有料化 は中 止す るよう国 に求 める こと。
○介護保険財政 の国庫負担 をただち に

６０

歳 以上 の介護保険料 の引き上げ は絶 対 に行わな いこと。

夜間 の職員 の人員配置を増やす ことを国 に求 める こと。

○高齢者施 設 の自 動火災報知機な ど の設置、補 助制度 を抜本的 に拡充す るととも に、 「
火事 を お こさな い」ために、

進 め、在 宅生活が維持 でき る体制を つく る こと。

○安価 に利用 でき るグ ループ ホー ムや介護施 設 の計画的な増 設など、認知症 の人が地域 で暮ら せる基盤 の緊急整備を

行う ・医療 ・保健 ・福祉 の連携体制を構築す る こと

○認知症 の早期発見 ・診断 ・初期 の相談と家族 への支援 から、終末期 のケ ア ・看取 りま で、切り目なく治療 と支援 を

○介護保険外 の、 お泊 り支援事業 （
お泊 りデ イサー ビ ス） に頼らず、 公的な宿泊事業を抜本的 に拡充す る こと。

○本市独自 の食費負担軽減制度 を復活さ せ、さら に拡充す る こと。

こと。本市独自 でも 「
院内介 助」制度 を創 設す る こと。

用者 の受診時 に介護職が医師 の指 示を 一緒 に聴 く ことなどを含 め、要介護者 の通院介 助を保障す るよう国 に求 める

○介護保険 では 「
院内介 助」は規制さ れ ており、そ のため実費 サー ビ スとな るケー スもあ ります。必要 であれば、利

る制度改善 をす るよう、国 に強 く要望す る こと。

○要介護 認定 と利用限度額 は廃 止 し、 ヘルパーや ケ ア マネジ ャーを はじめと した専門家 で、必要な介護 の提供が出来

○介護職員 の処遇や 研修体制を現場 の要望を踏 まえ て改善 し、研修参加 への交通費、日当 の補 助制度 を創 設す る こと。

○施 設や事業所 の職員確保、 人員配置 に対す る本市 の公的助成制度 を つくり、労働環境 の改善 を支援す る こと。

遇改善交付金 の再創 設を国 に対 して要望をす る こと。

○保険料 ・利用料 の引き上げ に連動す る ことなく、緊急 か つ確実 に介護労働者 の賃金 ア ップを図 るため、介護職 の処

する 「
地域有料賃貸住宅」を拡充す る こと。

○低所得者 ・高齢者 ・障害者などが、住 み慣れた町 で暮ら せるよう、国と自治体 の責任 で住宅整備 ・家賃補 助を実施

○す べて の待機者 が解 消 でき るよう、特別養護老 人ホー ムをさら に増 設す る こと。

る こと。

○福祉用具購 入費、住宅改修費 および、高額介護 サー ビ ス費 を受領委任払 い制度 に改 め、利用者負担金 の軽減 に努 め

す る こと。

○介護保険料 の減免制度 におけ る、 「
貯蓄合計額」 の要件 を撤廃 して 「
市 長が認める者 」とす るなど、 柔軟 に対応 を

早急 に行う こと。

○保険料 ・利用料を、支 払 い応力 に応 じた応能負担 とす るよう、国 に強 く要望す る事。また、市 の減免制度 の拡充を

づき、介護 サー ビ ス利用が でき るよう にす る こと。高齢者 の介護保険 の申請権 ・受給権 を遵守す る こと。

○介護保険申請時、要介護 認定が省略 でき る 「
基本チ ェックリ スト」 の使用 ではなく、介護保険申請 の認定結 果 に基

○住 民主体 サー ビ スはあくま でも、現行 の介護給付 の補 完と して位置付け る こと。

ん。 「
新総合事業」 ではなく、現行 の介護 の専門家 による介護を継続 し、 「
安上がり介護」 は断固や める こと。

「
緩和 したサー ビ ス」は介護 の専門家 以外 の地域 のボ ラ ンテ ィア等 による事業 とな るため、介護 の質が担保 できませ

○ ２０１５年度 より、 要支援 認定者 は市 町村 が実施す る 「
新総合事業」を利用 して います。 「
住 民主体 サー ビ ス」や

○ ２０１６年度 におけ る、

免制度 を創 設 し、在 宅 でも施 設 でも減免制度 を抜本的 に充実さ せる こと。

○介護施 設 におけ る、居住費 ・食費負担金 （
ホテ ル コスト） の改悪を撤 回す るよう国 に要望す ると共 に、市独自 の減

１０

○訪問介護利用者 の７割が使う生活援助 の基準時間 の短縮 を撤 回し、利用者 にと って生き る意欲 にも つなが る ヘルパ
ー支援 を抜本的 に改善す る こと。
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６５

○自治体 の福祉職員を増員さ せ、地域住 民と協 力 しあ い、高齢者 を地域 で支え る安 心 のネ ット ワー クを つく るよう行
政が責任をも って行う こと。
○介護保険 に関係す る申請書類等 に マイナ ンバーを使用 しな いこと。
○介護職員 の医療行為 は中 止さ せ、 医療従事者 で行う体制を つく る こと。
○ゆきすぎ た介護保険適 正化事業 は改 め、働きが いのあ る介護現場とな るよう指導方法を再構築す る こと。また、事
務作業 の簡素 化など現場負担 を軽減す る こと。
○地域包括支援 セ ンター の勤務実態 を把握 し、 必要 に応 じ て人員配置 の拡充を行う こと。
○本市直営 の包括支援 セ ンターを設置 し、本市 が主体的 に地域包括 ケ アに努 める こと。
○軽費老 人ホー ム運営費補 助 の民間改善給与等改善費 を復活さ せる こと。
○高齢者施 設 で の感染症 予防 を徹底す る こと。
○高齢者 イ ンフル エンザ 予防接種料金を、完全無料 にす る こと。
○家族介護慰労金 の支給額を抜本的 に引き上げ るよう国 に対 して要望す る こと。 また、市独自 で拡充す る こと。

歳 に戻す こと。

歳 以上 のす べて の高齢者 が利用 でき るよう、制度拡充をす る こと。また年間利用金額を

○バ ス ・タク シー の無料 パ ス券制度 を つく る こと。
○ 「
お出 かけ乗車券」を、
１万 ５千円以上とす る こと。
○高齢者 の 「
あ んま ・マッサージ券」 の支給年齢 を以前 の
○配食 サー ビ スの事業 所 への単価 引き下げ は撤 回 し、事業 所運営 の保障 と、安 心安全な配食 とな るよう努 め る こと。
○ 日中独居も しく は高齢者 のみ状態 であ る高齢者 に対 して、実態 に応 じ配食 サー ビ スの対象 とす る こと。
○療養病床 の削減計画を スト ップさ せ、安 心 して入院治療 ・療養 が出来 るよう体制整備を国 に強 く求 める こと。
○高齢者 ・障害者 が低価格 で安全 に移動 でき るよう、郊外 の巡回型 バ スや 乗 り合 いタク シー制度 の創 設と拡充を行う
こと。
○長寿祝 い金 は以前 の７７歳 ・８８歳 ・９９歳 ・１００歳 以上 の節 目に支給 し、さら に拡充す る こと。

障害児 ・者施策 に ついて
○障害者権利条約が批准さ れた こと に伴 い、国内 の障害関連 の法律や、制度 を抜本的 に改革す るよう国 に対 して要望
す る こと。 また、本市 でも体制整備を当事者 の意 見を十分聞きながら行う こと。
○障害者差 別禁 止法 の施行 に基づき、障 が い者 から の意 見を十分聞き取 りながら、行政 の対応 要領を作成す る こと。
○障害者総合支援法 の 「
障害」 の範囲 に難病等 も位置付けられま した。難病患者 も障害福祉サー ビ スの利用が でき る
よう周知徹底す る こと。
○障害福祉 サー ビ スの対象 は必要とす るす べて の難病患者 がうけら れ るも のにす る こと。 また難病 の範囲 に限らず、
確定診断がなくとも、疾患 による障害 で福祉サー ビ スが必要と医師が診断を した場合 は、サー ビ スが受けられ るよ
う国 に対 して要望す る こと。
○す べて の難病 を医療保険制度 の対象 と し、負担軽減 の制度 とな るよう、国 に求 める こと。
○配偶者 の収 入認定 はや め、本 人 の所得 のみ の収 入認定 と し、障害者施策 の応益負担 を応能負担 とす るよう国 に求 め
る こと。
○ ２０１４年 ４月よりグ ループ ホー ムとケ アホー ムが 一元化さ れま したが、報酬 の見直 しにより事業所運営 の赤字 化
が進 ん で います。基本報酬を大幅 に引き上げ るよう国 に対 して要望す る こと。
○事業所 への報酬 の増額を行 い、日額払 いを月額払 いに戻 し、正規職員を中心と した職員配置が出来 るよう、国 に求
める こと。
○福祉労働者 の賃金を、全額国庫負担 により、月 ４万円 の引き上げ を行う よう国 に求 め、市 と しても賃金補 助制度 を
設け る こと。
○ 「
地域生活支援事業」 に ついて、利用料を、無料また は応能負担 による低廉な料金とす る こと。
○す べて の無年金障害者 の救済を年金制度 の枠内 で解決す るよう、国 に求 める こと。特定障害給付金を障害基礎年金
並 に引き上げ る こと。
○小児慢性特定疾患 に ついて、対象 とな る患者 の要件緩和ととも に対象疾病 を拡大す る こと。また成 人後も、制度 を
継続す る こと。
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６５

６５

○特定疾患治療 研究事業 に ついて対象疾患 を増や し、予算 を増額す るととも に全額 公費負担 にす るよう、国 に求 める
こと。
○障害基礎年金を大幅 に引き上げ る こと。 また無年金障害者 への特別給付制度 の周知徹底を行う こと。
○福 山市重症 心身障害者福祉年金を復活さ せる こと。
○福 山市障害者就労支援事業を継続す る こと。
○自立支援 医療 の応益負担 の仕組 みを撤廃 し、無料 の公費負担 医療制度 とす るよう国 に求 める こと
○重度 心身障害者 （
児） 医療費助成制度 を国 の制度 と して創 設す るよう求 める こと。
○単市 制度 の療養援護事業を復活さ せる こと。
○移動支援事業 に対 し、利用制限 は行わな いよう に努 め、移動支援事業、 コミ ュニケー シ ョン事業など の利用料を無
料化 にす る こと。
○福祉 タク シー助成制度 は、 タク シー券 とガ ソリ ン券 の選択制 にす る こと。
○透析患者 の通院補 助制度 は、所得制限を撤廃 し拡充す る こと。
○精神障害者 の運賃割引制度 を適用拡大す る こと。
○精神障害者 の通院治療 ・生活支援施策 ・就労 の場 の確保など、生きが いのも てる施策 の抜本的改善 を はかる こと。
○障害者 の法定雇用率 の厳守 を徹底 し、難病 ・慢性疾患 をも つ人など、す べて の障害者 を施策 の対象 と し、障害者 の
働 く権利を守 る こと。
○交通運賃割引制度 を、精神障害者 を含 むす べて の障害者 と介護者 に利用拡大す る こと。 １００キ ロメート ル制限を
撤廃 し、 ＪＲの特急料金 も割引 の対象 とす る こと。
○交通や建物 のい っそう のバリ ア フリー化を行う こと。
○本庁やす こや かセ ンター の障害者用駐車場 に、屋根 の設置等を行う こと。
○子ども発達支援 セ ンター の対象者 を就学前 と限定 せず、全年齢 を対象 とす る こと。また療育 期間 ３か月と いう枠組
みをなく し、必要 に応 じ て必要な期間療育 が出来 る体制を整え る こと。また、診療 の待機児童をなくすため、状況
に応 じ て、 人員体制を整え る こと。
○発達障害 の人が増加 して いますが、発達障害 に対す る理解や支援体制 の整備 は不十分 です。医療や 雇用、教育 など
支援体制を構築す る こと。発達障害支援 セ ンターを増や し、民間団体や ハロー ワー クとも連携 でき るよう支援体制
を拡充す る こと。
○知的障害者 のガ イド ヘルパー制度 を創 設す る こと。
○身体障害者 手帳を持 たな い聴力障害者 に対 して、補聴器購 入 の補 助金制度 を創 設す る こと。
○発達 に課題 のあ る子どもたち に充分な療育 が保障さ れ るよう、療育施 設を抜本的 に増やす こと。
○市 のプー ル施 設 に家族更衣室を設置す る こと。
○ ヘルプ マー クを導 入し、普 及 ・啓 発す る こと。

生活保護行政 に ついて
○生活保護基準額 の改悪 ・生活保護改悪法 は撤 回し、必要な 人す べてが受けられ る生活保護制度 にす るよう、国 に強
く要望す る こと。
○基準額 の見直 しは、住 民税 の非課税限度額、就学援助、最低賃金、国保 ・介護保険 の負担減免など、他 の制度 の基
準と連動す るため、被保護者 への負担 とならな いよう措置を講 じる こと。
○ ２０１５年 ７月 から の住宅扶助 の減額、 １１月 から の冬期加算 の減額 は中 止す るよう国 に強 く要望す る こと。
○す べて の相談窓 口にお いて、生活保護 の申請相談 は、親 切 ・丁寧 に、相談者 の立場 にた った対応 を堅持す る こと。
○本庁舎や支 所 の、生活福祉担当 課 の窓 口に、 「
生活保護申請用紙」を備え付 け、 い つでもだ れ でも申請書類を入手
でき るよう にす る こと。 また、窓 口に 「
生活保護 のしおり」を備え付け、広 く制度 を周知す る こと。
○保護申請 から決定 ま で の期間 は、 二週間 以内 の原則を厳守す る こと。
○生活保護申請 の受 理は申請書 のみで受け つけ、添付書類を条件 と しな いこと。
○資産調査 のため の同意書が必要な場合 には、提出先を明示 し、 必要最低限 の調査 のために のみ使用す る こと。
○生活福祉資金 の貸付限度額を引き上げ、だれもが利用 しやす い制度 に改善す る こと。また、原資 を抜本的 に増やす
こと。
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○保護要件を満 た した場合 は、無差 別平等 原則 に基づき無条件 でうけ つけ る こと。
○生活困窮者自立支援法 により、ただち に就労が困難な生活困窮者 に 「
中間的就労」を促す 「
就労訓練事業」が導 入
さ れま した。最低賃金 も適用さ れな い事業 に 「
とりあえず就労」さ せ、保護 の打ち切りや 「
水際作戦」 のツー ルに
な りかねま せん。 「
就労支援 」 の名 の下、 要保護者 への圧力を かけ る事 のな いよう、 要保護者 によりそ った支援 を
行う こと。
○ １月より本市 に設置さ れ る 「
自立支援窓 口」 は、本市 の直接運営 を堅持す る こと。
○ホー ム レスをうまな いため の施策 を講 じる こと。また、住所 の定 まらな い人や、ホー ム レスに陥 る可能性 のあ る人
は、申請者 の住所を住宅地と して、直ち に生活保護 の適用を行う こと。
○市 と して、 一時宿泊施 設等 （
シ ェルター）を設置す る こと。
○通院 のために必要移送費 の支給 は、 手続きを簡便 にす る こと。
○移送費や、住宅維持費、就職支度金等、 必要な制度 の周知徹底を図 る こと。
○福祉事務 所 の定数を定 める条例を制定す る こと。また、ケー スワーカー の定数を大幅 に増や し、定数 は、被保護世
帯六十五世帯 に 一人 の割合 とす るよう、職員配置を増員す る こと。
○ケー スワーカー の研修 で、あたたか い支援 が行え るよう、 ワーカー の専門性を高 める こと。
○最低生活保護基準を引き上げ、老齢加算 の復活、 リバー スモーゲ ージ の中 止など国 に求 める こと。
○パー ソナ ルサポートサー ビ スを導 入し、被保護者 の支援体制を強 化す る こと。
○就学年齢 のこども のいる、生活保護世帯 への学習支援 を、市内全域 で実施 でき るよう拡充す る こと。

保育行政 に ついて
○す べて の子どもが安 心 ・安全 に成長 ・発達す る権利が保障さ れ るよう、国と自治体 の責任 で保育 ・子育 て支援 の制
度 を改善 ・拡充す るために関連 予算 を増額す るよう国 に要望す る こと。
○新 制度 の財源 は消費税 であ り、子育 て世代 の暮ら しを直撃 し、子ども の貧 困を い っそう深刻 化さ せます。消費税増
税 ではなく、国 の予算 の 一部組 み換え により、 公的保育 を拡充す るよう国 に求 める こと。
○児童福祉法 ２４条第 一項 に基づく、市 町村 の保育 の実施責任を堅持 し、現行保育 制度 を堅持 ・拡充す る こと。
○公私問わず、保育 所を幼保連携型 認定 子ども園 へ移行さ せな いこと。
○地方版 子ども ・子育 て会議だけ でなく、市 民や 関係者 から十分 に意 見が聴取 でき る機会 を つくり、市 民 の声が反映
さ れた保育 制度 を構築す る こと
○保育 設備や保育 環境 は現行 の水準を堅持す る こと。
○幼稚園 ・保育 所を統廃合す る （
仮称）福 山市立大学付属 こども園 の設置 はとりや める こと。
○父母 の意向を無視 した強引な 公立幼稚園 ・保育 所 の統廃合、民間移管、認定 こども園 への移行 はや め、父母 の要求
を最優先 にす る こと。
○公立 ・私立保育 所 および幼稚園 の園舎 の耐震 化を急 ぐ こと。 特 に、耐震診 断を早急 に行 い、市 民 に公表す る こと。
また再整備計画と は別枠 で、保育 所 ・幼稚園園舎 の耐震 化計画を策定す る こと。
○地域型保育事業 （
小規模保育や家 庭的訪問事業など） の従事資格 は保育 士が行う よう、本市 の基準 を見直す こと。
○保育 入所と、保育料 におけ る直接契約 ・直接補 助方式を導 入しな いこと。
○市 と して、保育 所、幼稚園、学童保育、 子育 て施策 関連 予算 を大幅 に増額す る こと。
○公立保育 所人件費 の 一般財源化を撤 回し、特定財源とす るよう、政府 に強 く働き かけ る こと。
○公立保育 所 の建 設費、改修費 への国庫補 助 の復活、自治体 の公立保育 所新 設、建 て替え、改築耐震 化を支援す るよ
う国 に求 める こと。
○保育 所運営費 を堅持す るよう国 に求 める こと。
○市 民 の要望 に応え、保育料 の引き下げ を行う こと。
○産休明け保育、ゼ ロ歳児保育、障 が い児保育 を引き続き前進さ せる こと。
○保育 士 ひとり の受け持ち 人数 は、ゼ ロ歳児 二人、 一歳児 三人、 二歳児 五人、四 ・五歳児十五人に改善す る こと。当
面、市 と して の改善 を はかり、保育 士を増員す る こと。 「
おおむね」対応 は改 め、 乳幼児 の人数が現行 の保育 士配
置基準を超え た場合、 ただち に加配す る こと。 正規職員 の保育 士を抜本的 に増員す る こと。
○保育 所 の三歳 以上、五歳児 の脱脂粉 乳給食 （スキ ムミ ル）を取 りや め、牛乳 にす る こと。また米飯を含 む完全給食
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と、地産地消をさら にすす める こと。
○私立保育 所 への調理員 は 一保育 所 二名 以上と し、 そ の他 に事務職員 も配置す る こと。
○障害児 のため の保育 士加配を改善す る こと。 国、県 にも障害児保育 への拡充をもとめる こと。
○認定 から外れた障害児、症状未 固定 で認定さ れな い障害児、多 動、発達が気 にな る子など手立 て の必要な、課題 の
あ る乳幼児 に対 しても、 医師や保険師 の所見 に基づ いて保育 士加配を行う こと。
○臨時職員 にも、 公立な みに期末 手当が支給 でき るよう 予算措置をす る こと。
○保育 所 への１２５％ の子ども の入所 は、保育 所 の新 設 ・増 設 で対応 し、 １００％基準とす る こと。
○過疎地域 の子ども の保育 を保障す るため公立保育 所を存続さ せる こと。国 に対 して国庫補 助を 元に戻 し、必要な財
源措置を行う よう求 める こと。
○ ア レルギー等 の除去食が必要な園児 に対 し、適 切な指導、給食 で の対応が出来 るよう、 一所 にひとり の栄養 士 の配
置と、給食 調理員 の定数基準を見直 し、改善 を国 に要求す る。実現す るま で市単独 でも対策 を講 じる こと。
○遺伝 子組 み替え食 品や、原材料が疑わ し い食 品を給食 に使用 しな いこと。
○学校給食 と、保育 所給食 の食材 の放射能測定 を行う こと。
○保育 士不足を解 消す るために、福 山市 に 「
保育 所人材 バ ンク」 の設置を行う こと。
○保育 士 の非 正規化を改 め、 正規保育 士を抜本的 に増やす こと。
○保育 士 の過重労働を軽減 し改善 に つとめる こと。
○出産 ・子育 てなど で退職 した保育 士が復帰 し働き続けやす いよう に、研修 制度 の充実、復職 のため の情報提供を強
化す る こと。 また、育児休 暇制度など使 いやす いよう代替職員配置を積極的 にすす める こと。
○私立幼稚園 の保育料減免制度 であ る就園奨励費 の支給対象 の拡充、私立幼稚園 への助成金を国 に求 める こと。

子育 て支援策 に ついて
○子ども の医療費助成制度 は、就学前 の子ども は無料とす るよう国 に要望す る こと。

日に増やす

が実施さ れます。患者 への医療費負担軽減、公的 医療保険制度 を覆すも のであ り、制度導 入を撤 回す るよう国 に要
望す る こと。
○ 「
地域 医療構想」 では、各都道府県が新 たな病床再編計画を つくり、従わな い病院 にはペナ ルテ ィを科 して、増床
中 止や病床削減 を指 示 でき るよう にな ります。現在 でも入院 ベ ット の空き待ち の状況もあ り、必要な医療 が提供 で
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○市 の乳幼児 医療費助成制度 を拡充 し、子どもが中学校を卒業す るま で、完全無料とす る こと。とりわけ、小学校卒
業 ま で の医療費 は、 早急 に入通院とも無料とす る こと。
○子ども のア レルギー対策 を充実さ せる こと。
○母子、 父子家庭 への施策 を改善す る こと。
・父子家庭 への医療費助成制度 に ついて、 「
所得制限」 の引き下げ を行 い、 対象 を広げ る こと
・一人親家庭 の保育料 ・医療費 は無料 にす る こと。
○福 山市遺児年金制度 を復活さ せる こと。
○母子健康診断を、全 乳幼児が １００％受診 でき るよう にす る こと。
○子育 て応援 セ ンター で行われ て いる休 日保育 に ついて、実施個 所数を市内全域 に拡充す る こと。
○ 「
子ども の看護休 暇」は、学校行事 への参加など にも使え る 「
家族休 暇」制度 に拡充 し、労働者 一人
ことを国 に求 める こと。
○妊娠 ・出産 ・育児休 暇を取得 でき る職場環境 を整え る こと。
と の連携を強 める こと。
○児童 手当 は、 子育 て支援 の重要な柱 と して拡充を はかり、

歳 ま で支給期間 の延長を国 に求 める こと。

○虐待を受けた子ども への専門的な ケ ア、親 にた いす る経済的、心理 ・医療的 ・福祉的な支援 を強 めるため、各機関

１０

○ 「
医療保険制度改革法」にお いて、入院給食費 の引き上げ ・初診時 選定療養費 の改悪 ・患者申 出療養制度導 入など

医療 ・衛生行政 に ついて

○母子生活支援施 設 「
松永寮」 の廃 止を撤 回し、養育 に困難を抱え る家庭 への支援策 を拡充す る こと。

１８

き るよう病床削減 を行わな いよう、国や 県 に要望す る こと。
○医師 不足解 消 のため、抜本的な医師増員や 医師養成 への国 の支援 を強 めるよう求 める こと。
○医学部定員をただち に １ ・５倍化 し、医師 の奨学金制度 ・教育 ・研修内容 の充実を はかるよう国 に求 め、市 と して
も創 設をす る こと。
○看護職 の抜本的増員 ・労働条件 の改善 と地域 医療 の支援、退職 した看護師 の再就労支援など行う よう、国 に要請を
し、市 と しても努力をす る こと。
○看護学校 の補 助金を増額 し、看護師養成 に力を注ぐ こと。 また、福 山市 と して看護師養成校を実現す る こと。
○医療法 の改悪を撤廃 し、異常 に高 い日本 の薬価 と医療機器 にメ スを入れ、特 に高齢者 医療 の負担増 はや めるよう国
に強 く働き かけ る こと。
○入院給食 は治療 の 一環と して、無料とす るよう政府 に強 く働き かけ る こと。
○県 の老 人医療費助成制度廃 止を撤 回し、 元に戻す よう要請をす る こと。
○当 面、市 と して食費負担 の助成制度 を創 設 し、 入院給食 にかかる負担軽減 をす る こと。
○ 日本国民 の死因 の第 一位 であ る、が ん の予防治療 に力を入れ、が ん患者 に対 して、所得や 地域 に関わらず高度な治
療 ・検査が受けられ る体制を つく るよう国 に求 め、市 と しても体制を つく る こと。また、 ７０歳 以上 の高齢者 のが
ん検診 の 一部負担金 は撤 回す る こと。
○病気 の予防 ・早期発見と いう主旨 にたち、特定健診 を市 と して充実さ せると共 に、国 に対 しては健診 で のペナ ルテ
ィを課す 手法をとりや めるよう求 める こと。
○療養病床削減 を中 止 し、 必要な ベ ッドを守 るよう国 に求 める こと。
○自殺を防 ぐためにも、 ＮＰＯなど各種団体や、組織などと連携 し、自殺 の未然防 止、問題 の改善 と解決 にむけ て つ
とめる こと。また、自殺を防 ぐうえ でも、安定 した職 の確保や、社会保障 が充実 した国づくりをす るよう政府 に求
める こと。
○不妊治療 の公費助成 の対象年齢や助成 回数を制限 しな いよう国 に要望す る こと。また助成額 の増額、所得制限 の緩
和、治療 への保険適用を拡大す るよう国 に要望す る こと。
○市内 の看護師 のお礼奉 公 の実態 を各連携機関と連携を して調査す る こと。
《動物愛護 に ついて》
○ペ ット の殺処分ゼ ロを目指 し、真 の動物愛護行政を進 める こと。
○熊本市など、先進自治体 に学 び、 ペ ット の殺処分無 しを名実 とも に実現す るよう、力を尽くす こと。
○動物愛護 セ ンター の職員を抜本的 に増員 し、保護 した動物 の治療、 し つけ、 訓練等を行え る体制とす る こと。
○市 と して積極的 に、愛護団体や ＮＰＯ、地域 の住 民 の協 力を得られ る仕組 みを つくり、譲渡促進 をす るよう、さら
に努 める こと。
○犬や猫 の不妊 手術 への助成制度 を創 設す る こと。
○地域ね こ活動を促進す る こと。

《
市 民病院》
○福 山市 民病院 の地方 公営企業法 の全部適用 は撤 回す る こと。
○不足 して いる医師 の確保を早急 に実現す る こと。特 に産科 医、小児科 医、が ん科 医、脳神経科 医等、医師 の多忙 化
を解 消す るため、あら ゆる手立 てを尽くす こと。 また、福 山市 の医師奨学金制度 を創 設す る こと。
○医師や看護師など スタ ッフの勤務実態 を把握 し、医療 現場 の労働環境 を改善す る こと。また、勤務実態把握をす る
ためタイ ムカードを導 入す る こと。
○市 民病院 に、 小児科 医を増員出来 るよう、引き続き、力を尽くす こと。
○市 民病院 に小児救急 セ ンターを開設す る こと。
○市 民病院 に歯科を開設 し、障害児 ・者や寝 たきり老 人 の歯科診療 の開設を図 る こと。また今後 一層 の需要が高 ま っ
てく る寝 たきり老 人や障害児 ・者 の訪問歯科診療 の開設をす る こと。
○ アトピー性皮膚炎や ア レルギー疾患 の相談窓 口を開設 し、治療 ・研究体制を確立す る こと。
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○待ち時間を解 消す るため、引き続きあら ゆる手立 てを尽くす こと。
○障害児 ・者 のリ ハビリテー シ ョンを実施す る こと。
○病院給食 の民間委 託を撤 回し、安全な食材を使用 して、適時 ・適 温給食 へ 一層 の改善 を行う こと。
○駐車場 の有料化 は撤 回す る こと。
○福 山市 民病院付属神 辺診療 所 の役割 を高 め、地域 医療 サー ビ スを向上さ せる こと。
○ 田原 ・山野 ・広瀬 への出張診療 は継続 し、 へき地医療 を守 る こと。
○非紹介患者加算 初診料 の導 入は、市 民が医療 にかかる権利を阻害す る ことが懸念さ れ るため、撤 回す る こと。
○院内介 助 の体制を つくり、障害者や高齢者 が安 心 して受診 が出来 るよう にす る こと。
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文教経済委員会 に関わ る要望項目に ついて

教育行政 に ついて
日本国憲法 と 子ども の権 利条 約を生 かし、行 き過ぎ た競争 と管 理 によ る教育 のゆが みを 正す よう、政府 に

《ど の子もわ かる、豊 かな教育 を》
○
求 める こと。
人学級を早期 に実 現す る こと。

○ 福 山市 子ども の権利条例を制定 し、 子ども の権利条約が生 かさ れ る教育行政とす る こと
○ 市 と して、ど の子もわ かる、行き届 いた教育 を実 現す るために、
○ 過度な競争 を進 める原因とな って いる、全 国学 力 テ スト の実施 はや め、学 力 テ スト体 制 から脱退す る こと。
○ 広島 県が行う 「
基礎 ・基本」定着 状況調査を中 止す る こと。

小 ・中学 生 に 「
毅然 と した態度 」と して、管 理 ・統 制を強 め る教育 行政 の 「
ゼ ロ ・ト レラ ンス」方式 を撤

「
チ ャレンジウ ィー ク福 山」 は、希望者 のみ の限定す る こと。

○ 学 力 テ スト の各学校 による結 果 の公表を取 りや めるよう、指導す る こと。
○
○
回す る こと。
○ 中学 生 を安易 に逮 捕さ せる事態 を お こさな いよう、教職員 ・保護者 ・地域 で、生徒 を守 り育 てるよう、 あ
子ども の 「
管 理」 「
排除」を進 める、生徒指導規程 は撤 回し、 父母 ・生徒 ・教員 ３者 が納得 でき る 「
学校 の

ら ゆる手立 てを講 じる こと。
○
ルー ル」とす る こと。
○ 東村、 山野、広瀬、 服部、内浦、内海 の６小学校、 山野、広瀬、内海 の３中学校 の統廃合 を進 める、 「
福山
市学校規模 ・学校配置 の適 正化計画」を撤 回す る こと。
○ 走島幼稚園 ・小学校 ・中学校 の廃校処分を撤 回す る こと。

子ども の命 が最優 先 の原則を確立す る こと ……学校 のど んな都合 より子ども の命 が優 先さ れ る ことを明確

《いじめ のな い学校 と社会 を つく るために》
●

にす る こと。 少 しでも 「いじめ」 の可能性があれば教職員、保護者 ぐ るみ で対応す るな ど確 かな 対応 を確立す

子どもたち に対等な 人間関係を築 く力を育 てる こと …… 「
いじめ」 の解決 には、 子どもたち にトラブ ルを

る こと。
●

乗 り越え、 対等な 人間関係を築 く力を育 てる ことが不可欠 です。 そう した力量 の形成 を学校教育 の柱 に位置づ

「
厳罰主義」 でなく、加害者 が心 から 反省す る教育 を …… 「
厳罰主義」 は いじめる子 の屈折 した心をさら

け る こと。
●

にゆが めます。 「いじめ」 に走 る理由を探 り、加害者 が心 から 反省 し 「いじめ」をや め るま で対応 しき る こと。
また、生徒指導規程 に 「
いじめ」を行 った子を 「
別室指導」を行うとあ るが、 こ のような画 一的な厳罰主義 を
即刻改 める こと。
● 「 いじめ」を解決す る体制を強 める こと ……教職員 の 「
多忙 化」解 消、保健室 の先生 の複数配置、 カウ ン

「
いじめ」 の深刻 化 の背景 にあ る問題 の解決を はかる こと …… 「
いじめ」 の深刻 化 の背景 には、 子どもた

セラー の増員をすす めるととも に、児童相談所 の拡充など、極 め て深刻な 「
いじめ」 への体制を整備す る こと。
●

ち のスト レスの強 まりがあ ります。過度 の競争教育 は、 子どもたち に大きな スト レスをあたえ て います。さら
に、社会全体 に弱肉強食 の風潮、立場 の弱 い人 々を攻撃す る風潮などが つくられ て いる ことも、 「
いじめ」 の深
刻 化 の重大な背景 にな って います。 これら の問題を 一つひと つ解決す る努力を はかる こと。
● 競争教育 を 一掃す る こと ……子どもたちを テ スト にお いた て、競争 によ って序 列化を はかる過度な競争教
育 こそ、教育 を荒廃さ せ て いる最大 の元凶 です。競争教育 を 一掃 し、す べて の子ども に物事が分 かるま で教え、
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助け合 いながら学ぶ ことを通 じ て、深く考え る力を つけられ る教育 とす る こと。主権者 と して の人格 の完成 を

､

教育 の根本 目標と して し っかりすえ る こと。
●全 国学 力 テ スト の中 止を ……全 国学 力 テ ストや達成度 テ スト の結 果 の数値 目標化、 それらを推進す るため の
ＰＤＣＡサイク ルは、教育行政 には馴染 みま せん。全 国学 力 テ ストを中 止す るととも に、数値管 理体 制 から脱
却す る こと。
●高校 ・大学 の入試制度 を見直す こと ……高校 入試 の存在や １点差 で、決ま る大学 入試など世界 に例がな い競
争的制度 の見直 しを、政府 に要請す る こと。

民主的な学校 運営、住 民参加 の学校づくりを ……教育委員会 を公選 にし、住 民 の声 に耳を傾 け、透 明性 の

●教育 への政治支 配をや めさ せる こと ……侵略戦争 を肯定す る教科書 は、引き続き、導 入 しな いこと。
●
高 い組織 に改革す る こと。学校 は子ども ・保護者 ・教職員 の三者 で教育 を創意 工夫 してすす めるよう にし、学
校 への住 民参加を大 切 にす る こと。
《 福 山市 いじめ問題調査委員会条例 に ついて》
一．重大事態 の事実関係 の調査結 果 は、原則と して被害者や そ の保護者 に適時 ・適 切 に情 報提供す る ことを
明確 にす る こと。
二．重大事態が発生 した際、学校、教育委員会 の調査 で、全貌 が明ら かにならな い場合 に ついても、 同委員
会 へ調査を諮問す るなど、開催 の判断 は、柔軟な対応を行う事。
三．同委員会 に、通報、相談、勧告、調停 の機能 と権 限を持 たせる こと。 また、 「
いじめ」 に関す る重大な通
報や相談を、保護者や 子どもなど、教育委員会 以外 から受けた場合 に ついても、第 三者機関と して当事者 間 の

16

関係を調整す る等、問題解決を図 る機能を持 たせる こと。
四． 委員会 の委員 の選定 は、専門的な知識及び経験をも つ第 三者 の参加を図 るととも に、 公平性 ・中立性が
確保さ れ る ことを重視す る こと。
五．行政部 局 に第 三者的機関を置く こと。
《教職員 の多忙 化解 消 ・健康管 理 に ついて》
○ 教職員 の長時 間勤務 を解 消す るため に、 あら ゆる手立 てを つくす こと。 また、授業時 間数 の縮減、 研修や

人学級を全学年 で実施す る こと。

報告 文書 を精 選す るだけ でなく、書類作成作業 は、各校 の教職員 に 一任す る こと。
○ 労働安全衛生体 制を充実す る こと。
○ 教職員 の未充足を解 消す るため、 正規教職員を増員す る こと。 また、

一人 ひと り の発達 課題 に応 じた授業 が展開 でき るよう、特 別支援学 級 の教職員 ・介 助員 の配置基準 を改 正

《教育条件 の改善 に ついて》

○ 発達 課題 に対応 でき る、 正規 の教職員を市費 で、抜本的 に増員す る こと。

○ 福 山市立特別支援学校を早急 に、 設立す る こと。

○ 市立中高 一貫校 に、特別支援学級を創 設 し、障害児 の高校進学 を保障す る こと。

し、体制を強 化す る こと。

○

○ 特別支援学校 は、 小規模分散 の地域密着型をめざ し拡充す るよう、国 ・県 に働き かけ る こと。

《特別支援教育 ・障害児教育 に ついて》

○ 教職員 の成績主義賃金体 系を撤廃す る こと。

○ 教育 への管 理、統制を強 め て いる、学校評価自 己評価、外部評価、教職員 の自 己評価 を廃 止す る こと。
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○ 極 め て深刻 に遅 れ て いる校舎 耐震 化を、 早急 に進 める こと。 そ のため、 「
福 山市耐震 化計画」を早急 に見直
クー ラーなど、空調設備を早急 に全校 に設置す る こと。

し、校舎 耐震 工事 を前倒 して実施す る こと。
○
○ 全校 のトイ レの洋式 化を早急 に完 了さ せる こと。
○ 学校 図書館 を充実さ せ、 子どもたち の読書 力を強 め る指導 の体 制を強 化す る こと …学校 図書蔵書数 を計 画
的 に増やす こと。専任 の司書教諭 を配置す る こと。
○ 養護教諭 の全校複 数 配置を めざ し、 配置基準 の大幅改善 を国 ・県 に要求す る こと。 当 面、児童 ・生徒 五百
スクー ルカウ ンセラーを全校 に配置す る こと。

人以上 の学級 に早急 に配置す る こと。
○
《
学校給食 に ついて》
○ 全中学校 で、自校直営方式 による完全給食 を早急 に実施す る こと。
○ 栄養 士 の全校配置を図 る こと。特 に県費栄養職員 は、 ただち に現場配置をす る こと。
《子ども の貧 困対策》
○ 就学援助制度 の対象 を、少なくとも生活保護基準 の１ ・５倍とな るよう に引き上げ る こと。
支給額も実態 にみあ って引き上げ、利用 しやす い制度 とす る こと。
○ 就学援助制度 を、周知徹底す る こと。
《子どもと地域、放 課後 の居場所づくりに ついて》

放課後児童 クラブ の充実 に ついて
人以上 の大規模 のクラブ は早急 に分離 ・増 設す る こと。

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

児童 一人あたり のクラブ の面積を １． ９８㎡ とす る こと。

放課後児童 クラブ の事業 の継続性を確保す るため、企業参 入は認めず、 公設 ・公営 を堅持す る こと。

指導員が長く働 き続けられ る条件 と して、保育 士 の給与水準と同等 とす る こと。

指導員 は、常勤体 制と し、 正規指導員 ３人 の体制とす る こと。

クラブ専用 のトイ レを設置す る こと。

クラブ の規模 は、

希望す る場合、 四年生 以上 の児童 も入会 でき るよう にす る こと。

利用料を同 一世帯 ２人目から無料 にし、減免制度 を拡充す る こと。

専任管 理指導員を配置す る こと。

①

⑩

放課後児童 クラブ の対象年齢 を早急 に ６年生ま でに引き上げ る こと。

人 の適 正規模を順守す る こと。

⑪

子ども科学館や博物館を設置す る こと。

○

小、中、高校 で の 「
日 の丸」常時掲揚 は取 り止める こと。

入学式 ・卒業式など で の 「
日 の丸」 「
君が代」 の強制をや める こと。

○ 道徳教育 の押 し付 けなどをや める こと。

○

《憲法 の平和 ・人権 ・民主 の原理 にそ った教育 に ついて》

○

館を設置す る こと。

○ す べて の子ども に、 地域 で安全 に、楽 しく、豊 かな遊 びと学 びを保障 す るため に、各学 区 に計 画的 に児童

置や、交通安全施 設等 の整備 は、 早急 に完 了さ せる こと。

○ 総点検 した通学路 の危険個 所 に ついて、全 て の安全 対策 を 早急 に完 了さ せる こと。 と りわけ、信 号機 の設

通学路 の安全 対策 に ついて

４０
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４１

公立幼稚園 の統廃合計画 は中 止す る こと。

《幼稚園教育 に ついて》
○
○ 就園奨 励費 を抜本的 に拡充す る こと。
○ 全 て の幼稚園舎 の耐震診断を早急 に行 い、耐震 化を進 める こと
○ 幼稚園保育料を引き下げ る こと。
《公民館等 の機能向上等 に ついて》
① 公民館 ・ふれあ いプ ラザ ・コミ ュニテ ィセ ンター の統廃合 をすす める 「
公共施 設統廃合計画」は撤 回す る こ
②
公民館 に対 し、押 し付け の地域 人権学習 は行わず、生涯学習 の拠点 とな るよう支援す る こと。

老朽 化 した公民館 の改修、建 て替え の計画 は、引き続き、積極的 に進 める こと。

と。
③

少年が自 主的 に運営 でき る青 少年施 設を作 る こと。 ライブ、 フリー マーケ ットな ど の青 少年 の活動 でき る

《文化 ・スポー ツ の振興 に ついて》
○
○
スケボ ー公園を競 馬場跡 地広場など、身 近な地域 に設置す る こと。

野球が でき る スポ ー ツ広場を増 設す る こと。

空間を保証す る こと。
○
○ 市 民が モーター スポー ツに触 れ合う ことが でき る （
仮） モーター スポー ツ公園 の設置を検討す る こと。
《文化遺産 の保護 ・活用 に ついて》
○ 市内全域 の埋蔵文化財 の調査、保存 を進 める こと。
○ 福 山駅前 は、福 山城遺 構や海 に開けたまち の歴史的経緯 を大 切 にし、高層 ビ ルの建築 を規制す るな ど、景
観 を守 る こと。
○ 無形文化財や伝統的な風土芸能など技芸継承事業 を拡充 し、保存 団体など への助成 を強 める こと。
○ 鞆 町 の重伝建指定 を早急 に完 了す る こと。
○ 鞆 町医王寺周 辺 の遊歩道 を整備 し、観 光資源と して活用す る こと。
○ 鞆 町におけ る、土砂災害等危険個 所 に ついて、自然災害 に つよ い町づくりを進 める こと
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建設水道委員会 に関わ る要望項目に ついて

《まちづくり》
○まちづくりは、住民主 人公を貫く こと。
１、国 ・県が誘導 す る大型道 路建 設や 大規模開発優先政策 を改 め、 地域 開発、道 路、港湾整 備計 画な ども、財
界 のシンクタ ンクや 民間 コンサ ルタ ント に安易 に頼 るあ り方 をあら ため、計 画 の段階 から住 民参加 を保障
す る こと。
２、再開発 ・都市基盤整備 は、大 手デ ベ ロッパー主導 は取 りや め、計画 の段階 から 公開と市 民参加を重視 し、
住 民 の利益と地域 ・地場産業 の発展 に役立 つまちづくりを進 める こと。

【
駅前周 辺整備と伏見町再開発】
１、伏 見町再開発 は、 抜本的な 見直 しを行う こと。大規模開発型 を改 め、個 人 の住宅再建支援や低層、低容積
再開発 で、地権者 の個 別 の権利を守 る こと。
２、 お城 の景観 を最大限生 かし、駅裏 と 一体感 のあ る整備を行う こと。
３、今 後 予定 して いる、福 山駅北 口整 備 は、市 民 の意 見や 歴史 ・文化財 の専 門家 の意 見を十分 に組 み つく し、
貴重な歴史遺産 であ る福 山城や 石垣を生 かした必要最 小限 の整備とす る こと。

【
鞆 のまちづくり】
１、自然景観 ・歴史的景観 を守 る （
仮称） 「
鞆 の浦景観保存条例」を早急 に定 める こと。
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２、防災を理由 に、大型防潮堤設置など の新 たな大型 公共事業 の持ち 込みは止める こと。
構想 ・計画 の段階 から、住 民参加 を保障 し、押 し付け の防災 対策 は行なわな いこと。
３、港 埋立 て裁判 に ついて、県と共 に、控訴を撤 回す る こと。
４、伝統的建造物群 の指定申請 を いそぐ こと。今 後、範 囲を拡大 し、歴史的景観 を十分 に生 かしたまちづく り
を進 める こと。
５、歴史的建造物 に ついては、大改築 も でき るよう補 助額を大幅 にふや し、保存実績 が上が るよう改善す る こ
と。
６、湾内 への生ご み投棄を止めさ せ、 ヘド ロを浚渫 し、清浄な水質 を保 つこと。
７、 公共 下水道 の布 設を急 ぐととも に、個 人浄 化槽 の設置補 助を含 め、 鞆 町 の地理的条件 に即 した下水処 理整
備を急 ぐ こと。
８、空き地、空き家 の買 い上げ など で車 の離合 地をふや し、時間差信号を設置す るなど、 通行 の利便性を高 め
る こと。
９、道 路 の狭 い地域 でも迅速 な消火活動が行え るよう、 小型消防車や バイク消防車 を増や し、住 民やボ ラ ンテ
ィア参加 の消火活動を強 化す る こと。

３、地区計画区域 の道路建 設 は用地買収方式 で行う こと。

業 は白紙撤 回し、 必要な道路 は用地買収方式 で行う こと。

２、地権者 の６割 を超え る根強 い反対があ り、事業推進 に反対 の審議会委員が過半数を占 めた川南 区画整 理事

１、住 民不在 の都市 再生政策 を抜本的 に見直 し、住 民参加 と住 民意志 の尊 重を徹底す る こと。

【
神 辺 のまち つくり】

景観保全 を お こなう こと。

、 イ コモスが、世界遺産的価値を認め て いる 「
鞆 の浦」全体 を保存 でき るよう、世界的知 見も寄 せ集 め、

、住 民、市 民ととも に空き家 活用 の知恵 を出 し合 い、 必要な助成制度 を創 設す る こと。

11 10

４、農業が続けられ るよう、農 地 の減税を行う こと。
○ 安心安全 のまちづくりをすすめること。
１、水路 ・ため池転落 死亡事故防 止 のため、水路 の蓋 かけ、ガード レー ル、ガードパイプ の設置など安全 対策
を抜本的 に強 化す る こと。特 に周 辺部 の対策 予算 を増やす こと。
２、高齢 化社会 が進行す る中、市街化調整 区域や農道 の危険箇 所を把握 し、転落防 止柵を設置す るなど、安全
対策 をきめ細 かに行う こと。
３、 雨水保留池 の確保を計 りながら、深側溝 の解 消を行う こと。
４、防 犯灯を大幅 に増やすために、 設置費補 助制度 を つく る こと。市 の直接 設置を行う こと。
５、狭 い歩道 の拡幅、段差 の解 消を図 り、歩道 の中 の歩行障害 にな って いる電柱 は移動さ せる こと。
６、 浜町 一丁目、 入船 町 二丁目、住吉 町、南 町など の風俗営業など の 「
客引き」 「
声 かけ」 「
駐車違 反」などが
周 辺住 民 の生活環境 を壊 して いる。 これら への対策強 化を関係機関と連携 して、引き続き強 める こと。
住 民 の苦情や情 報を受け つけ る窓 口を設置す る こと。

《公共事業》
（
１）高速道路など新規建 設を抑制 し、防災 ・老朽 化 に備え た維持 ・更新事業 を優先す る こと。
１、 「
建 設さき にあ りき」 の道路建 設計画を根本 から見直 し、新規建 設を抑制す る こと。
２、既存 公共施 設 の老朽 化実態把握、修繕 ・更新費用 の試算 、長寿命 化計画を急 いで策定 し、老朽 化対策 を
優先 して実施す る こと。
（
２）大型開発事業 より雇用 に役立 つ小規模事業、住 民生活密着 ・地域循環型 へ切 り替え、住 民 の命 と暮ら し
を守 り、中 小業者 への仕事 発注 で、地域経済再生 に役立 つ公共事業 をすす める こと。
（
３） いのち ・安全 を守 るため の身 近な防災 ・減災 対策事業を優先す る こと。
１、 防災 ・減災 対策 は、生活道路、上下水道 、学校など、 より住 民 に密着 した事業を優先す る こと。
２、河川 ・海岸堤防など耐震 化 ・老朽 化対策 を優先 してすす める こと。
（
４）中 小業者 への公共事業発注を抜本的 に拡充 し、中 小企業 の保護 ・育成 を図 る こと。
１、国 に対 し、公契約条約 の制定 を求 め、市 と して中 小企業振興条例 の拡充と公契約条例を制定す る こと。
２、福 山市 の工事請負契約 の厳格な実施、公共 工事 の施 工にかかわ る 「
監督員」や 「
工事検査員」が下請け
単価 の適 正な履行や 下請負契約 の内容 （
支 払方法）に ついても指導、監督 を お こな い、下請が不当な扱
いをうけな いよう にす る こと。
３、下請け代金 の支 払期 日を定 める義務、および遅 延利息 の支 払 い義務、下請け代金減額 の禁 止、返品 の禁 止、
買 い叩き の禁 止、購 入強制 の禁 止、報復措置 の禁 止、割 引困難な 手形 の交付 の禁 止など 「
下請け 二法」に
もとづく、 下請け保護 の強 化を行う こと。
４、福 山市 が、中 小零細企業 の営業 と地 元経済を維持 ・繁栄さ せるため、公共事業 に従事す る労働者 の適 正な
労働条件 を確保す る こと により、当該業務 の質 の確保を図 る こと。
５、２０１３年 ４月 から引き上げ られた技能労働者 の待遇改善 と下請け業者 の社会保険加 入に ついて、確実 に
実行さ れ るよう、発注者 と して、直接把握す る こと。
（
５） 入札制度 の改善
１、談合 をなく し、 公正、明朗な 入札、契 約制度実現 に、鋭意努力す る こと。
２、電算 業務委 託 は随意契約 から、 一般競争 入札 へ転換 す る こと。
３、暴力団 および、 そ の関係者 の公共事業 への介 入や 不法行為 を許さな いこと。
４、公共事業 は、市内 発注を基本と し、大規模な事業 に ついては、できう る限 り分割 発注を し、市内業者 に仕
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事 を回す こと。
５、 こ の間、 エフピ コ ・リ ム の改修 に係 る高額 の随意契 約が行われた。
そ の他、公共事業 １３０万円、物品購 入 ８０万円以上 の随意契約が多 岐 にわた って いる。こ の内容 の精査
を行 い、安易な随意契 約 は厳 に戒 める こと。
また、再委 託、再 々委 託を解 消 し、市 の直接発注 に改 める こと。
６、 「一社 入札」とならな いよう広 く周知 し、競争性 ・透 明性を確保す る こと。
７、事業者規模 による年間発注限度額を定 め、広 く中 小業者 に仕事 が行き渡 るよう にす る こと。
８、 「
総合評価方式」 は恣意的な発注が起 こらな いよう、 公正な評価方法と し、評価方式 と評価点 を公表す る
こと。

《交通問題》

条）
、生存権 （
第

条）
、幸福追求権 （
第

これま で住 民 の足とな ってきた鉄道 ・バ ス ・な ど の路線 廃 止が相次ぎ 、 地域 公共交通が衰 退 し、自家 用車 を
利用 できな い高齢者等、 「
移動制約者」が増大 して いる。
交通 ・移動 の権利 は、日本国憲法が保障 した居住 ・移転 の自由 （
第

25

条）など関連す る人権 を集合 した新 し い人権 であ る。国民が安 心 して豊 かな生活と人生を享受す るためには、
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交通 ・移動 の権利を保障 し行使す る ことが欠 かせな い。
国 に対 し、 地域 公共交通 への財源補 助をさら に強 め る ことを求 め、福 山市 も交通 ・移動 の権 利 を保障 す る格
段 の努力を行う こと。
福 山市 の、 公共交通機関 の拡充を図 り、過疎地域、交通弱者 の交通手段を抜本的 に強 化す る こと。
１、 自動車が使えな い高齢者など の生活を支え るため、支 所や市役所、病院、ライ フ拠点を結ぶ コミ ュニテ
ィバ ス ・タク シー の運行を始 め、地域住 民とも共同 して、多様な交通手段を確保す る こと。
２、 地域循環 バ ス ・マワ ローズ の路線 をふやす こと。

《
道路問題》
１、環境破壊、地域破壊が起 こる福 山道路、福 山西環状線 など自動車専用道や福 山 ・沼隈道路建 設計画 は白紙
撤 回す る こと。住 民合意が得られ て いな いにも関わらず、町内会 を窓 口と した強引な事業推進 は行わな い
こと。
２、福 山西環状線 の関連道路 であ る山手 ・赤坂線 の建 設 は止め、御幸松永線 の退避地や離合 地 の拡幅を行う こ
と。
３、瀬 戸町地頭分溝渕遺跡 の保存、出土品 の保存 展示を行う こと。
４、津 之郷 ス マートイ ンターチ ェンジ の建 設 に、福 山西環状線 連絡道や、 山手赤坂線 の建 設を絡 め て、大型
道路建 設 の突破 口とす るあ り方 は、取 りや める こと。
５、渋滞解 消 のため既存道路 の拡幅、右左折路線 ・橋 の増 設、立体交差など改良 ・改善 をすす める こと。
６、生活道路 のいた み、破損 の補修、舗装を急 ぐ こと。
７、街路樹 の移設も含 め、自転車走行路線 の拡幅 ・安全 を確保す る こと。
８、歩道 の総点検を行 い、車椅 子や シ ニアカーが安全 に通行 でき るよう、歩道 の改修 を行う こと。

《住宅問題》
「
良好な居住 環境 の住 ま いを確保 し、安 心 して住 み続 けた い」 … これ は、多 く人 々の共通 の願 いであ る。 そ
してこ の願 いは、個 人 の努力ま かせ ではなく、権利と して保障す る ことが国際的な流 れとな って いる。
我が国 の住宅政策 は、 公的住宅供給と持ち家支援策 であ る公庫住宅供給と いう ２本柱 で進 められ てきた。
そ の中 でも明確 に持ち家支援策 が優先的 に行 わ れ、住宅供給をも っぱ ら 民間市 場 に任 せ、 公的支援 を縮 小 し
て いく施策 が 一貫 してお こなわれ てきた。
こ のような流 れを受 け て、 ２００６年 ６月 に 「
住生活基本法」が ０７年 に 「
住宅 セー フテ ィネ ット法」が制
定さ れ、低額 所得者、被災者、高齢者 な ど住宅 の確保 に特 に配慮 を要す る者 の 「
居住 の安定 の確保」を謳 った
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も のの 、 「
居住 の権利」 は明記さ れず、結 果と して公的保障 を限られた貧 困層 に絞 り込む内容とな った。
こ の住宅政策 を転換 し、 国民 の居住 の権 利 を明確 にし、 そ の保障 を基本 とす るよう 「
住生 活基本法」 （「
住宅
基 本法 」
） の抜本的改 正を国 に強 く求 める こと。
１、 「
住宅 手当緊急特別支援事業」 の利用要件 と手続き の緩和、 手当支給期間 の延長、さら に失業 しては いな い
が、収 入が低 いな ど のため、劣悪な居住 環境 におかれ て いるも のに対 しても支 給す るな ど の改善 を図 るよ
う国 に求 める こと。
２、 雇用促進住宅 の全廃方針 を撤 回 し、居住権 を保障 す るよう国 に求 め る こと。 一方的な住宅廃 止や 入居者 退
去 の強行 をや めさ せ、低賃金や 不安定 雇用な ど で住居を確保 できな い人たち の住宅 対策 の 一環と して、 雇
用促進住宅 の新 たな活用をすす めさ せる こと。
３、 公営住宅 は、法制度 の改悪 で、ご く限ら れた低 所得者 しか入居 できな いため、住 民 の共同活動 も困難 を抱
え て いる。 入居基準収 入分位 の抜本的 引き上げ を行 い、中堅層や若 い子育 て世代 も入居 でき るよう にす る
こと。
４、 公営住宅 の新 規建 設をすす め るととも に、 民間賃貸住宅 を借 り上げ て公営住宅 にす るな ど多 様な供給方式
の活用 で公営住宅を大幅 に増やす こと。
５、 公営住宅 に単身者 用、障害者 ・高齢者 向けを増やす こと。
６、市内中心部 に、若者向け低家賃住宅 の建 設と家賃補 助制度 を創 設す る こと。
７、大企業 による、リ ストラや 派遣労働者 の雇 い止めにともな い、寮など から追 い出さ れ る派遣社員 に ついて、
住 ま い確保 のため市営住宅 の整備や住宅 の借 り上げなど の手立 てをと る こと。
８、住宅 の耐震 化や 老朽 化対策 、 バリ ア フリー化な ど、安全 で快適 な住宅 を めざ す リ フォー ム助成 制度 を抜本
的 に拡充す る こと。
９、分譲 マンシ ョンの維持 ・管 理 への支援 を強 化す る こと。
マンシ ョンの維持 ・管 理に対す る公的な支援 を充実 し、安全、快適 で、長持ちす る マンシ ョンをめざ すとり
く みを支援す る ことが求 められ る。

日 の臨時 国会 で 「
空き家 対策 特別措置法」が成立 した。

・空き家取 り壊 しによる固定資産税 の軽減措置を行うなど老朽危険 空き家 をなくすため の施策 をすす める こと。
・シ ェア ハウ ス への活用など空き家 活用 への支援 をすす める こと。

《下水道事業》
１、 下水道 使用料金 の引き上げ はお こなわな いこと。
２、 下水道 使用料 は市 民生活と中 小企業 には低料金とす る こと。
３、 下水道 利用料金 の減免 制度 を復活す る こと。 そ の際、市 民税非 課税 世帯 も減免 対象 とす るな ど、使用料 の
減免額 を引き上げ るととも に、 公的施 設や 保育 所、老 人世帯、 母子家 庭世帯な ども対象 と した制度 の拡充
を はかる こと。
４、特 に、市 街 化調整 区域な ど への農業集落排水事業 ・個 別 の合併 浄 化槽整 備な ど、住 民が選択 でき るよう情
報を 公開 し、住 民参加 で水浄 化、排水 シ ステ ムづく りをすす め る こと。 維持管 理費 ・検査費 な ど の負担 を
軽減す る こと。
５、 公共下水道 国庫補 助率、補 助対象 を拡大 し、低利長期 の政府資金導 入など国 へ働き かけ る こと。

《水道事業》
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・国や自治体 の責任 で耐震診 断 ・改修 への助成 を強 め るととも に、 共用部分 のバリ ア フリー化、省 エネ 化、
ア スベ スト の除去などを支援す る こと。
・集会室、ゴ ミ置き場、遊 び場など は、 そ の公共性 にふさわ しく固定資産税を減免す る こと。
・マンシ ョンの老朽 化と、居住者 の高齢 化が問題 にな って いるが、住 民 の立場 で活動す る マンシ ョン管 理士
の育成 ・活用や、管 理組合 団体 な ど の自 主的 な助け合 いのと りく み への支援、行政 の相談体 制 の整 備な ど支
援体制を充実す る こと。
月

、空き家 の増加 によ って、防災、衛生、景観など地域住 民 の生活環境 に影響を及ぼ して いる。
２０１３年
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・福 山市 も空き家 対策条例 の制定 を急 ぐ こと。

11
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１、水道 料金 は低料金 に抑え、生活保護世帯 への減免制度 を復活 し、低所得世帯 への減免制度 を創 設す る こと。
２、 公的施 設や保育 所、老 人世帯、 母子家庭世帯なども対象 と した減免制度 を創 設す る こと。
３、水道 料金滞納世帯 への給水停 止はお こなわな いこと。
４、大企業 への工水 の価格 を引き上げ 、 八 田原ダ ム建 設 にともなう上 下水道会 計 の維持管 理費や減価償却費 の
負担 を軽 くす る こと。 また、第 六期拡張計画 の見直 し、国庫補 助 の増額を国 に要求す る こと。
５、 八 田原ダ ム の操作 マニ ュア ルを改善 し、 たん水 に余裕をもたせ、渇水時 の水 の供給を安定 化さ せる こと。
６、市内 の川 に清流 を取 り戻す よう、水量を増やす こと。
７、共同住宅 および 二世帯住宅など の水道 料金割引制度 の周知徹底を図 る こと。
８、河 口堰 の開放 に必要な条件整備を進 める こと。

《災害 対策》
震災 に強 い国土作 り、 まちづくりを進 める こと。
○南海 トラ フ地震 を想定 した津波浸水被害 対策 を抜本的 に強 化す る こと。
１、電柱な ど に、 予測浸水 レベ ルのテープ を巻 くな ど、海 抜表 示を抜本的 に増や し、 日常的 に、危険度 が認識
でき る手立 てを講 じる こと。
２、浸水 予測 にふさわ し い 一時避難場所を設置す る こと。
３、海 抜ゼ ロメート ルや低 い地域 が広 が る平 野部 に、多 く の市 民が生活 して いる。高台や ビ ル等 の適 切な避難
場所がな い地域 に ついては、新 たな方法を模索 し、最新 の津波 避難艇な ど に ついても研究 し、 人命最優 先
の対策 を講 じる こと。
４、津波 ・浸水 予測情 報を町別 に市 民に知ら せ、住 民ととも に、安全な避難経路 の確保、避難 訓練 を行う こと。
５、震度 ７ の直 下型 地震 に耐えら れ るよう学校や市営住宅 ・病院な ど全 て の公共施 設、水道 ・ガ ス管 な ど、安
全性 の面から の総点検を直ち に実施 し、耐震補強を急 ぐ こと。
６、個 人住宅耐震 化補 助制度 の周知徹底を図 り、福 山市 の助成額を引き上げ 活用 しやす いのもとす る こと。
７、電力、水道、ガ ス、通信等 ライ フライ ンの地下共同溝化を検討 し、 早急 に対策 を取 る こと。
８、急傾斜 地 （
崩壊危険箇 所）解 消策 を抜本的 に強 める こと。
９、国 ・県 への助成 を求 め、老朽 ため池 の耐震補修 を急 ぐ こと。
○震災等 の即応体制 の抜本的強 化を はかる こと。
１、大規模災害 に即応 でき る全庁的な危機管 理防災体 制を強 化す る こと。
２、消防力基準 の緩和を許さず消火施 設、体 制 の抜本的強 化を図 る こと。特 に、常備消防体制を強 化す る こと。
○大 雨対策 を強 化す る こと。
１、市内水路 の越流 地点 の総点検を行 い、水路 の改修、護岸、路 肩 の改修や かさ上げ を早急 に行う こと。
２、水路 の ヘド ロ、河川 の堆積土砂 の除去を定期的 に行う こと。
３、古くな って いる農業用井堰 の改修 を進 める こと。
４、松永 羽原川 の排水対策 を抜本的 にすす める こと。松永 町上之町 の危険 地域 の防災 対策 を急 ぐ こと。
５、 手城 川 （
二級河川、県管 理） の流域治水対策事業 の進行を急 ぐ こと。
６、曙 町 の排水ポ ンプ の新 設 に ついて検討 ・設置す る こと。
○災害被災者 への支援助成制度 を拡充す る こと。
１、被災者 生活再建支援 は、水害、 土砂災害、 地震災害 な どす べて の自然災害 を対象 にしたも のに拡充す る こ
と。
２、床 下浸水、 フ ロア浸水 に ついても。支援 の対象 にす る こと。
３、単身 世帯や高齢者 世帯 の、床 下 の掃除など援助す る こと。
４、災害ゴ ミ の収集 は、事業 系ご みに ついてもお こなう こと。
５、住宅再建支援制度 の具体 化を進 める こと。
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