月市議会が始まります
みなさんの声を届けてがんばります

⑤後期高齢者医療の保険料について
⑥高齢者の医療費助成について
⑦高齢者の外出支援について
２．医療費の負担軽減について
①子どもの医療費助成制度の拡充について
②障がい者の医療費助成制度の現物給付化について
３．まちづくり・中心市街地活性化について
①近鉄跡地について
②障がいがある人もない人も共に生きるまちづくりに

定例市議会がはじまります。 一 般 質 問 な ど の 本 会 議 は ど な

④介護保険料について

２月２８日の開会日には、市 たでも傍聴できます。市役所

③特別養護老人ホームの待機者と増設について

職員の相次ぐ不祥事に伴い市 議会棟４階に、ぜひお気軽に

①年金受給者の状況と年金引き下げや負担増について
②介護保険制度の今後について

長・副市長の給料を１０分の 傍聴においでください。ケー

の施策について

１減額することが提案され、 ブルテレビやインターネット

１．年金引き下げのなか高齢者の暮らしを守るため

そ の 場 で え ん ど 市 議 が 質 疑 す でも見られます。
る予 定で す。

えんど久子 ３月１７日（月）午前１０時～

議案質疑・予算特別委員会・

一般質問の日程

ついて

平野 文活 ３月１７日（月）午後１時～
１．教員のメンタル対策について
①原因と対策
②代替教員の確保
２．環境行政について
①ごみ減量計画
②温暖化対策
③自然エネルギー推進計画
（平野議員の質問は場合により午前中に始まる可能性もあります）

日本共産党別府市議団ホーム
ページをご覧下さい。別府市議
会ＨＰで過去の質問の映像を見
ることができます。

日本共産党 別府市議団

TEL・FAX

発行責任者 平野文活
別府市石垣西8－2－31
℡0977－22－6576

593

№
2014．2．26.

平野文活21－6749・えんど久子25－7630
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国保税引き下げ 提案なし
公 約は果 たさ れな いとい うこ
とになります。
日本共 産党 はく り返し 国保

期 中に引 き下 げは なく、 選挙

す 。しか し、 市長 選挙の 公約
で ある国 保税 の引 き下げ は提
案 されま せん 。浜 田市長 の任

今回の 予算 は浜 田市長 の任
期 中最後 の当 初予 算とな りま

代子ど も２人 の４ 人世 帯の 国
保税 は６３ 万４ １００ 円で す。
日本 共産党 は、 今後 も引 き

いた所 得２０ ０万 の４ ０代 ２
人世帯 の国保 税は ３９ 万９ ７
００円 。所得 ３０ ０万 の４ ０

現在 、収入 から 控除 分を 引

た２億 円と合 わせ ると ３億 ５
０００ 万円の 繰り 入れ とな り
ます。

００万 円繰り 入れ る提 案が さ
れます 。昨年 ３月 に繰 り入 れ

議案上程、提案理由説明

３月

議案質疑、委員会付託

６日（木） 委員会審査（常任委員会）
１０日（月） 各常任委員会委員長報告、討論、表決

１１日（火）

委員会審査（予算特別委員会）

１２日（水）
１３日（木）

委員会審査（予算特別委員会）
委員会審査（予算特別委員会）

１４日（金）

一般質問 質問項目

１７日（月）
１９日（水）

一般質問
一般質問

２４日（月）

予算特別委員会委員長報告、討論、表決など

市長の公約実現ならず

税 の引き 下げ を求 めてき まし
た 。値上 げを しな いため に、
２ ４年度 の赤 字を 解消す るた

下げ目指しがんばります。

人ずつ 配置し 、月 １６ 日勤 務
を２０ 日に増 やす こと が提 案

２月２８日（金）

５日（水）

め 、一般 会計 から 約１億 ５０

日本共 産党は 、小 中学 校の
図 書館司 書の充 実を 一貫 して

されま す。今 後さ らに 小学 校
での全 校配置 など 充実 させ る
ためにがんばります。

学校図書館の司書を増員

主張してきました。
今回、 学校図 書館 司書 を４
人 増員し 、全て の中 学校 に一

3月市議会の日程

