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臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金が
支給されます！
支給されます！
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本年度予算にも計上されていますが、消費増税による所得の低い世帯への影響を考慮し「臨時福祉給付金」が
本年度予算にも計上されていますが、消費増税による所得の低い世帯への影響を考慮し「臨時福祉給付金」が
消費増税による所得の低い世帯への影響を考慮し「臨時福祉給付金」が、
また、子育て世帯への負担を軽減するため「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。

未来へ！～次世代に誇れる加古川のために
次世代に誇れる加古川のために～
加古川のために～
臨時福祉給付金
日差しも強くなり、夏の訪れが感じられるようになりました。今年は冷夏と言われて
日差しも強くなり、夏の訪れが感じられるようになりました。今年は冷夏と言われて
●給付対象者
給付対象者

平成 26 年度市民税（均等割）が課税されていない人
おりますが、それでも熱中症などには気をつけたいところです。

※市民税（均等割）が課税されている人の扶養親族、生活保護の受給者などは除
※市民税（均等割）が課税されている人の扶養親族、生活保護の受給者などは除く
さて、
さて、そのような中、
そのような中、加古川市議会において
加古川市議会において第
加古川市議会において 2 回定例会
回定例会が行われました。
が行われました。
が行われました。任期最後
任期最後
●給付額
給付額 対象者 1 人につき 1 万円
の定例会になります。
の定例会になります。私は任期最後の
任期最後の一般質問も行い、
一般質問も行い、
一般質問も行い、待機児童問題と幼稚園の
待機児童問題と幼稚園の 4 歳
※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者は 5 千円を加算
児学級に
児学級について質問
質問を致しました。
を致しました。子育て
子育て環境を整備し、若い世代に選ばれる加古川
環境を整備し、若い世代に選ばれる加古川

子育て世帯臨時特例
子育て世帯臨時特例給付金
給付金

とすることが必要だとの思いからです。次世代に誇れる
とすることが必要だとの思いからです。 次世代に誇れる加古川を残す
加古川を残すために
ためにも、今こ
も、今こ
のまちに住む我々で責任をもってまちづくりをせねばなりません。

●給付対象者
給付対象者 平成 26 年 1 月分の児童手当（特例給付を含む）を受給し、平成 25 年中の所得が児童手当の所得
制限額に満たない人

平成 26 年第 2 回定例会

●対象児童
対象児童 給付対象者の平成 26 年 1 月分の児童手当・特例給付の対象となる児童

（平成 26 年 5 月 19 日～
日～5 月 23
3 日）

※臨時福祉給付金の支給対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童は除きます
●給付額
給付額 対象児童 1 人につき 1 万円

主な議案の審議結果
申請について
議案第48号

加古川市職員の配偶者同行休業に関する条例を定めること

可決（全会一致）

議案第49号

加古川市市税条例の一部を改正する条例を定めること

可決（賛成多数）

議案第50号

東播都市計画事業加古川駅前土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例
可決（全会一致）
を定めること

議案第51号

加古川市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例の一部を改正する条例を
可決（全会一致）
定めること

議案第52号

加古川市火災予防条例の一部を改正する条例を定めること

可決（全会一致）

議案第53号

安田中継ポンプ場5号雨水ポンプ設備工事請負契約締結のこと

可決（全会一致）

議案第54号

災害対応特殊38M級はしご付き消防ポンプ自動車製造請負契約締結のこと

可決（全会一致）

議案第55号

加古川市監査委員選任につき同意を求めること

同意（全会一致）

議案第56号

加古川市固定資産評価委員選任につき同意を求めること

同意（全会一致）

意見書案第1号

海洋環境整備事業の充実と体制拡充を求める意見書

可決（全会一致）

意見書案第2号

集団的自衛権行使を認める憲法解釈を行わないことを求める意見書

否決

意見書案第3号

集団的自衛権の行使容認について慎重審議を求める意見書

可決（賛成多数）

申請書は 7 月上旬ごろに市から送付されます
月上旬ごろに市から送付されます。支給は申請に基づいて、審査をした上で支給をされます。
。支給は申請に基づいて、審査をした上で支給をされます。
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日 は 選 挙 に 行 こ う ！

6 月 15 日告示、6
6 月 22 日投票の日程で
日投票の日程で加古川市長選挙及び
加古川市長選挙及び市議
市議会議員
選挙が行われる予定です。
が行われる予定です。
特に市長選は 12 年ぶりの実施になる見込みであり、
年ぶりの実施になる見込みであり、投票率も注目をさ
投票率も注目をさ
れています。これだけ無投票が続くことも全国的に珍しいのですが、今
れています。これだけ無投票が続くことも全国的に珍しいのですが、今
回実施される以上、闊達な論戦が期待されます。市議選においても、市
の課題について様々な政策
の課題について様々な政策論議
論議が交わされると思われます。
が交わされると思われます。
選挙は加古川の未来を決めるものです。自身の未来、投票できない世代、
選挙は加古川の未来を決めるものです。
子や孫のことを考え、
子や孫のことを考え、政策を吟味して頂き、
政策を吟味して頂き、
政策を吟味して頂き、ぜひ選挙に行って下さい。
ぜひ選挙に行って下さい。

市内 502 ヶ所に設置される公営掲示板

（当日に都合がつかない場合は、期日前投票という手段もあります。
）
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委員会傍聴にお越しください！

この市政報告は、基本的にポスティングと駅前等での配布となっております。郵送をご希望されます方は、ご遠慮な

●一日一委員会制
●一日一委員会制について
く下記までご連絡下さい。次回より、郵送にてお送り致します。（お名前とご住所を明記下さいますよう、お願い致

これまでは 3 つの常任委員会が同日・同時刻に行われており、傍聴者が不便を強いられる、また委員会の所管
つの常任委員会が同日・同時刻に行われており、傍聴者が不便を強いられる、また委員会の所管
します。頂戴した個人情報につきましては、厳重に管理を致しております。）

住所：加古川市加古川町北在家 2000 加古川市議会市民クラブ

いて理事者の出席が得られないなどの不都合が発生してい
ました。その点を改善するため、
た。その点を改善するため、
をまたぐ議案について理事者の出席が得
をまたぐ議案につ
いて理事者の出席が得られないなどの不都合が発生してい
られないなどの不都合が発生していまし

中村亮太
し、答申を出していた ところです。
議会改革推進特別委員会で問題定義し、答申を出していたところです

TEL：
427--9308（会派控室）
・079
079TEL：079079-427
9308（会派控室）・
079-425425-3811 / FAX：
FAX：050050-31563156-1255
議会運営委員会において、改選後すみやかに行うことを決定し、試行的にスケジュール
議会運営委員会において、改選後すみやかに行うことを決定
試行的にスケジュール
今議会中に行われた議会運営委員会において、改選後すみやかに行うことを決定
今議会中に行われた

E-MAIL：
MAIL：info@ryotanakamura.com

ホームページ：
ホームページ
：http://ryotanakamura.com/
を行うことになりました
案を作成
を作成、それに沿って試験的実施
、それに沿って試験的実施を行うことになりました。

4 歳児教室の待機も深刻。増設の考えはあるか？

待機児童問題解消へ。行政はその覚悟を示すべき！

答弁
答弁：定員を超える入園
定員を超える入園希望があるのは承知しているが、一方で
希望があるのは承知しているが、一方で

Q 現状と総合計画の整合性
Q：現状と総合計画の
現状と総合計画の整合性は
は？

定員割れの園もあり、2
定員割れの園もあり、 2 次・随時募集をすることにより、市内全

◆今回の一般質問項目
答弁：総合計画では、待機児童を平成
答弁
総合計画では、待機児童を平成 27 年度にゼロ

１．
「若い世代に選ばれる自治体としての子
「若い世代に選ばれる自治体としての子

体で入園希望に応えられるよう努めている。

とする計画となっている。そのため平成 26 年度まで

5 歳になると、校区内の幼稚園に行かねばならない。それ

に保育園の定員を 467 人増やしてきたが、26 年 4 月 1

育て環境の整備
育て環境の整備」について
」について

なのに違う遠くの園に通わせる親がどれくらいいるか？

日現在で待機児童は 46 人となっている。
日現在で待機児童は
人となっている （25 年度末で

①待機児童問題の分析と今後について
待機児童問題の分析と今後について

1 年で友達と別れなければならないなら、子供のことを考
年で友達と別れなければならないなら、子供のことを考

は 150 名。新年度に減る傾向にある
は約
名。新年度に減る傾向にある）
。新年度に減る傾向にある

えて 1 年待つ親が多い
年待つ親が多いはず。
。

②市立幼稚園の 4 歳児学級の増設
歳児学級の増設について
について
平成 22 年では 11 名だった待機児童は、定員

（詳しくは「中村亮太 HP」にてご覧下さい
」にてご覧下さい）
）
HP」にてご覧下さい

Q
Q：今後の方針は
今後の方針は
今後の方針は？

増にも関わらず増加している。潜在的待機児童
が顕在化したためと考えられる。

一

若い世代が「住みたい！」と思え
るまちになるために

般

質

問

の

様

子

答弁
答弁：平成 27 年 4 月から「子ども・子育て支援新制度」がスタ
ートすることになっており、福祉部門と連携し計画を策定してい

Q：分析と今後の見通し
分析と今後の見通し
分析と今後の見通しは？

Q：増設の考え
増設の考えは？
増設の考え ？

答弁：平成
答弁
平成 26 年度中に法人保育園 3 園で改修整備を

加古川市では、
加古川市では、4
4 歳児保育を 20 園全園で 1

行い、定員を 60 人増やす予定にしている。待機児童

クラス（定員 35 名）ずつ運営
名）
運営をしている。
をしている。

潜 在 的 待 機 児 童 と は ？

る。その中で、今後の人口動態やニーズを勘案しながら、法人の
保育園及び幼稚園も含めた、市全体での 4 歳児の受け入れについ
て検討している。

が解消しない原因は、昨今の女性の社会進出に対する
意欲の高まりが背景にあると考えており、 今後も保育
意欲の高まりが背景にあると考えており、今後も保育

当然ながら園によってバラつきもあるが、多

ニーズは明らかであるし、人口動態についても「食い止

いところでは抽選段階で 26 人の抽選漏れが

める」ための施策でもあるため、必要性は高いと考える。

本当は子供を預けて働きたいが 待機が多いため諦めて
本当は子供を預けて働きたいが、
園を希望する方は増加していくと考えている。
あるなど、
あるなど、1 学級に迫る数の待機が発生して
しまっている人、また認可保育園を希望しながら認可外
保育園に預けている人など
保育園に預けている人など、
、ニーズはあるものの待機児

Q：総合計画の目標未達については
総合計画の目標未達については
総合計画の目標未達については？
？

がでている。
おり、全市で
おり、全市でのべ
のべ 123 人の待機
人の待機がでている。

答弁：社会情勢の変化が大きかったが、達成が難しい
答弁
社会情勢の変化が大きかったが、達成が難しい

てもらいたいという声は多く、子育て世代の

のも事実。今後も動向を精査しながら対策を講じてい

ニーズとして顕在化もしている。

そのため、現在の 1 クラスから 2 クラスにし

童と数えられていない子供（家庭）のこと
童と数えられていない子供（家庭）のこと。
保育園の増設や定員増が行われると、「それなら子供を

Q：
増設を行う場合の標準コストは？
Q：増設を行う場合の標準コストは？
答弁
答弁：1 クラスあたり、備品購入費として 150 万円。他にクラス
担任の人件費や光熱水費などが発生する。プレハブ園舎が必要な

預けて働きたい」と思うお母さんたちのニーズが顕在化
きたい。

場合には、加えて約 1,800 万円が必要となる。

そうしたニーズを踏まえて、
そうしたニーズを踏まえて、4 歳児学級の

し、待機児童が増えることになる。平成 22 年の一般質
増設を行う考えはあるのか どうか。
増設を行う考えはあるのかどうか。
顕在化する待機児童を予測するのは難しいが、
顕在化する待機児童を予測するのは難しいが、

費用が高いかどうかは、掲げるビジョン・意識次第！

問で指摘した問題。
ゼロを目指した計画に反して大幅に増加した

日本創成会議・人口減少問題検討分科会の提言
である「ストップ少子化・地方元気戦略」
である「ストップ少子化・地方元気戦略」による
による
と、全国市町村別「
と、全国市町村別「20～
～39 歳女性」の将来推計人
口が半分以下となり、消滅可能性都市となる自治
体が全国の 49.8
49.8％、896
896 自治体に上るとされまし
た。加古川市は、人口移動が収束しない場合、2010
年人口 266,937 人が 2040 年には 216,001 人、20
人
～39
39 歳女性の人口は 2010 年 33,739 人が 2040 年
20,811 人と 38.3
38.3％の減少とな
％の減少となります。
ます。
これを見れば加古川市でも今後の自治体運営に
支障をきたすことは明白であり、また、地域経済
支障をきたすことは明白であり、また、地域経済
を考えても人口減少は大きな影響があるため、早
急な対応が求められます。

現実は考えねばならない。今後の子ども・子育
今 後の子ども・子育

般質問の様子はインターネットでご覧いただけます。
一般質問の様子はインターネットでご覧いただけます。
て支援新制度も踏まえ、ゼロに向かう覚悟を持
ち新総合計画策定へ向かって もらいたい。
ち新総合計画策定へ向かってもらいたい。

子育て世代への予算は思い切って配分すべき
！
子育て・教育の予算は、コストではなく
子育て・教育の予算は、コストではなく「投資
投資」。子育て世代への予算は思い切って配分すべき
子育て世代への予算は思い切って配分すべき！

少子化の影響

少子化の流れを食い止めることは容易ではない。
人口減少を見越した施策やまちづくりも求められ

労働人口の減少による財政力の低下

る。
ただ、
「仕方ない」ではなく、少しでも影響を抑え
ることが必要であり、対処策は早ければ早いほど
良い。
。
子育て・教育予算の拡充が、将来の加古川
市は、
は、子育て・教育予算の拡充が、将来の加古川
市を支えるものと捉え、優先度を上げるべき。
市を支えるものと捉え、優先度を上げるべき 。

→行政サービスの低下

市内人口の減少による地域の活力・経
そのためにも、
そのためにも、若い世代を呼び込み、子育てをしても
若い世代を呼び込み、子育てをしても

済活動の低下
らう環境作りをしていかねばならないとの思いで、質問
らう環境作りをしていかねばならない
との思いで、質問

→地場産業・地域経済の衰退
を行いました。

city.stream.jfit.co.jp/
配信 URL：http://www.kakogawa
http://www.kakogawa--city.stream.jfit.co.jp/

