地方交付税と国保の広域化で一般質問

分庁舎で６億９千万円と算定（地方交付税）
国保の広域化より国庫負担の増額を
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るとしていますので、３
国に納められる、税金の一
す。１番安い市は高島市
９月
年後は３倍の約６億９千
定割合を地方へ交付する
の３２８，９００円です 。
市議会
万円となります。しかし 、
交付金で使途は自治体に
差額は１０７，４００円
報告
この算定額は、あくまで
任されています。その機
の差があります。 この
も計算上のもので、旧４
能として「財源の均衡を
ような中で、広域化が検
町が存続したとした場合
図る」財源調整機能と
討されていますが、現在
地方交付税のなにが見直しさ
の地方交付税額（合併算
「地方の計画的運営を保
の財政状況のままで広域
れたのか
交付税の見直しの中で基本
定替え）が本年も続き、
障する」財源保障機能を
化をすれば一番困るのは 、
的な考え方として「平成
そちらが高額となるため 、
目的としています。
現在の被保険者、特に努
の合併により、市町村の
これらの見直しによる増
力をして保険税を低く抑
面積が拡大する市町村の
額 は あ り ま せ ん 。 し か し 国保の広域化で問題解決はし
えてきた市町村になるの
姿が大きく変化した。特
今後は一本算定となった
ではないかと訴えました 。
ない
に合併市町村においては 、
時、支所の有無によって
先の「平成 年度県予算等 後期高齢者医療での混乱を繰
り返すな
災害時の拠点としての支
財政は大きく変わってく
に対する要望書」の中で
所の重要性が増す等、合
るため、新たな財政試算
国民健康保険と介護保険
後期高齢者医療制度ができ
併時点では想定されなかっ
が必要です。
の広域化推進の要望を出
たとき、大きな混乱が起
た 新 た な 財 政 需 要 が 生 じ 庁舎検討の中で支所の役割は
されました。多くの市町
きました。国保制度は市
ており、これらを算定に
村で「国民健康保険が高
町村が保険者として役割
重要
反映させる。」「旧市町
今回の見直しでは旧町単位
くて払えない」「生活を
を果たしてきました。こ
村の役場が合併後の市町
の支所の重要性が認識さ
切りつめて払っている」
のような混乱を再び繰り
村の支所として、住民サー
れ、地方交付税に算定さ
等の声が大きくなってい
返さないことが必要で、
ビスの維持向上、コミュ
れています。今年度は局
ます。この高すぎる国民
県がその役割をしっかり
ニティーの維持管理や災
地的豪雨など狭い範囲で
健康保険税の原因は、高
果たすことができるのか
害対応等に重要な役割を
の災害や東日本大震災で
齢化や医療の高度化等あ
疑問です。
果たしていることに着目
は本庁が災害を負ったと
りますが、以前 ％以上
し、地域振興費において
き支所での対応など支所
あった国の負担率が現在
加算を行う。」としてい
の役割の重要性が増して
は２３．１％となってい
ます。
います。農業経営が困難
ることが大きな原因です 。
になる中、農村部の地域
本年度のモデル家庭（所
本年度、分庁舎経費はいくら
振興も重要な課題です。
得３００万円の夫婦と子
と算定されたのか
本年度は約２億３千万円算
このような立場での庁舎
供２人）の国保税の額は
定されています。
検討が重要と訴えました 。
栗東、彦根に次いで３番
国では３年をかけて是正す ※地方交付税とは
目の４３６，３００円で
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決 算認 定問 題・ 農 業問 題 ・
保育 所・ 幼稚 園・ 認 定こ ど も
園問 題。 それ ぞれ い ろい ろ な
問題 を抱 えて いま す 。日 本 共
産党 議員 団は 何が 問 題な の か
委員 会や 本会 議で し っか り と
討論 を行 い、 賛否 表 明を 行 っ
てき まし た。 本会 議 で討 論 も
行わ ず賛 否だ けを 行 う会 派 も
あり ます 。こ れで は 市民 に 説
明責 任を 果た した と は言 え ま
せん。
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特別待遇をするのか私ど

第１には国保に対する一般

第３番目に、「同和対策事

重な対応が求められます 。

から平成 年度米原市一

会計繰入については一昨

業」・人権センターの見

今後は議会でも特別委員

安倍政権の進めるアベノミ

消費税引き上げ、円安に
年とほぼ同額となってお

直しですが、すでに「特

納すべきでと考えます。

よる輸入品の値上による
り、３年連続の国保税の

別措置法」が終了して

統合庁舎ありきの検討で

期尚早として反対をして

生活必需品や食料品など

引き上げによる国保税の

年が経過していますが、

はなく、耐震化や地域振

もはこの制度を認めるわ

の高騰で、生活はますま
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興、防災を中心とした検

般会計決算不承認として

す苦しくなってきていま

ん。米原市は県下で１人

業」として名称が残って

討を図るべきです。

クスは、大企業と資産家

す。その上に来年 月か

当たりの一般会計からの

います。また「人権施策

疑惑の補助金について

きました。今後、厳しい

され、年金引下げや医療

繰入額が最も少ない市と

管理運営事業」では３施

第５点目は今回明らかになっ

けには参りません。

費の引き上げなど社会保

なっています。また介護

設の指定管理料として１

た「米原市女性の会」の

討論します。

障の改悪により、国民・

保険についても３年の事

昨年度とほぼ同額の約６

補助金です。一般的に女

には大きな利益を与え、

市民の暮らしも経済も破

業計画の２年目で基金の

千万円が支払われており 、

性の社会進出を促すこと

財政状況が予測され、ま

壊するものと言わなけれ

ほとんどを取り崩しこと

年以上続く「隣保館」

は、大事な活動です。日
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ばなりません。

となり、一般会計の支援

事業についても新たな展

本共産党米原市議団とし

国保・介護に支援を

これらの問題は、議会とし
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