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． 地 の本旨は「ゆりかごから墓場まで」と言わ

れるよ 民福祉にあります。また、今の時代ほど子

育てや とって難しい時代はありません。福祉・教

育を大 た予算編成にすること。 
． 治 水に全く役に立たない徳山ダム建設に新た

に１０ 円以上税金を投入するのではなく、河川改

修や遊 保にまわすこと。そして、地下水に恵まれ

水都と る大垣市を将来に渡って水害からも環境

汚染か り、自然と共生する町づくりを行うこと

． 合 住民にとって孫子の代まで左右する大きな

問題で ころが多くの住民は合併について判断する

情報を れていません。各自治体の住民サービスや

負担の わせの段階から、住民の中で議論ができる

よう具 情報を提供し、議論をつくした暁に、住民

に合併 を問うこと。 

。 

大 どう いるでしょうか？ここ数年の大垣

市 財源 で占める目的別歳出の順位は、長年

「 した 4 年度決算では、「公債費」が 1 位に

な 高齢 会になっても 3 位 4 位に甘んじてい

ま ３年 税の落ち込みが目立ちます。積年の

大 金で を圧迫し、この不況で税収も落ち込

ん 台所 です。それだけに、予算編成では何

を てい 問われます。 
共 重点 にし、要望しました。 
尚 求項 掲載しました。 

  200 算算 要要 にに対対 すするる要要 望望 書書 をを提提 出出 2  
例例年 来来年年度度 編編成成がが行行わわれれまますす。。日日本本共共産産党党大大垣垣市市委委

員員会 ににむむ 大大垣垣市市長長にに要要望望書書をを提提出出ししままししたた。。  

 

大 経年 みると・・・（一般財源の中で占める順位） 

ス 産党に対するご意見・ご質問等はこちらへ、  

所  ℡ 81-1383  http//:www.sasada-toyoko.jp    sanbal@sasada-toyoko.jp 

年度 １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ 
1 位 土木費 土木費 土木費 土木費 土木費 土木費 総務費 総務費 公債費 
2 位 教育費 教育費 総務費 総務費 総務費 公債費 公債費 公債費 土木費 
3 位 民生費 総務費 民生費 教育費 教育費 総務費 土木費 土木費 民生費 
4 位 総務費 民生費 教育費 民生費 公債費 民生費 費 民生費 教育費 
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 [2004 年度予算要求項目] 
（１） どの子も健やかな成長を 
1. 30 人以下学級など少人数学級を実施して下さい。 
2. 給食センターの建て替えには、学校給食を教育的な視点で位置づけ、教

師・子ども・保護者の意見を反映させ、自校方式も検討の対象にしてくだ

さい。  
3. どろんこクラブ事業を、大垣市の留守家庭児童教室に位置づけ、国庫補助

事業の対象にしてください。 
4. 各校下に、児童館を設置してください。 
5. 学校などの耐震補強工事を早急にすすめてください。 
 
（２）福祉・医療・保健の充実を 
１．在宅介護４サービス（訪問介護・訪問看護・デイサービス・デイケア）の

利用料の減免制度を設けてください。 
２．くすのき苑の施設整備を改善してください。特に、浴室や食堂等は１００

人規模の設備に改善してください。 
３．乳幼児の医療費の無料化を就学前まで引き上げてください。 
４．大垣市老人医療費助成制度を 65 歳に年齢引き下げしてください。 
５．緊急通報装置を増設してください。 
６．給食サービスは１業者への委託ではなく、高齢者給食サービスを行う業者

の実績に応じた補助制度にしてください。 
７．市民に車椅子の貸し出しをしてください。 
８．大垣市独自の国民健康保険減免制度を作ってください。 
９．「国保証」や「垣老」の送付について、書留郵便にしてください。 
１０． 基本検診やがん検診など成人病検診について、希望者全員受けられる

よう予算化してください。 
１１． 前立腺がんの検診を行ってください。 
１２． 市営温水プールを早期実現してください。 
１３． 大垣市民病院の無理な退院・転院の強要はやめてください。 
１４． 市民病院の入院患者さんが、安心して在宅療養ができるよう、病診連

携を充実させ、退院時の介護や在宅療養などの相談を制度化して下さい。 
１５． 市民病院の駐車場について、入退院時や手術時などの家族の駐車場料

金を無料にしてください。 
１６． 市民病院の薬局の待ち時間を短縮してください。 

（３）市民のくらしと営業を守るために 
1. 中高齢者の失業対策として、市独自の仕事を提供してください。 
2. 大垣市の法律相談の回数を増やし、サラ金・ヤミ金被害に対応して

ください。 
3. サラ金・ヤミ金のポスターを規制し、市民への啓蒙を強めて下さい。 
 
（４）生活環境整備の促進を 
1. 荒崎地区の水害対策として、大谷川洗堰周辺を遊水地公園とし、洪

水時過去最大規模の越流量をためておく遊水地を造ってください。 
2. 地下水や土壌・河川の汚染を防ぐため、産業廃棄物の処理や不法投

棄の監視など、企業の監視を強めてください。 
3. 高齢者や身体障害者が生活しやすい公営住宅の増設や改良を促進し

てください。 
 
（５）その他 
１．静里地区にも地区センターを建設してください。 
２．荒崎地区の固定資産税を水害対策が整うまで、遊水地としての評価

にしてください。 
３．市の公共料金や手数料の値上げをしないこと。スイトピアセンター

の駐車料金についても無料をめざしつつ、当面一時駐車の時間制限

を１時間までにしてください。 
４．IC カードの発行に関して、市職員への押し付けはやめてください。 
５．議員、および市幹部などの公費による年功序列的、論功行賞的な海

外視察はやめてください。 
６．議会の声が小さくて聞こえません。傍聴席まで聞こえるようにして

ください。 
７．議会開催中の議員は市役所の駐車場を使わないでください。 
８．徳山ダムの水は飲み水としても工業用水としても必要ない事を、大

垣市として表明してください。そして、岐阜県に対して、徳山ダム

建設の新たな負担増に応じないよう上申してください。 
 


