介護・福祉・医療など社会保障充実へ
国・県への意見書提出を求め陳情
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市は 命守る
予防接種の助成拡大を

◆国民健康保険税引下げの陳情
国民健康保険 が２０１８ 年度よ
り 都道府県化さ れ、保険料 負担が
重 くなる実態も 深刻。全国 知事会
や 市長会などが 、高すぎる と再三
指 摘しており、 協会健保並 みの保
険税を求めています。
・ 高すぎる国民 保険税引下 げのた
め 、県は、国民 健康保険会 計へ一
般 会計から法定 外繰り入れ を行っ
てください。

介護労働者の処遇改善

国へ

愛知 県自治体キャラバ ン実行委員会 は 月 日、知立 市議
会議長 に「介護・福 祉・医療な どの施策拡充 についての 陳情
書」を 提出しました。 知立市には 介護などの陳 情 項目 、予
防接種 の助成拡大の 陳情書、国 ・県に対して は施策拡充 を求
める意 見書の提出を 求める６陳 情書を提出。 社会保障の 制度
が毎年 縮小・改悪さ れるなか、 「住民の福祉 の増進」（ 自治
法第１ 条）を求める 各陳情への 市議会各派の 対応が注目 され
ます。

県へ
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ついて、 歳未満 でも２号被保 険 ◆予防接種の助成拡大の陳情
介護離職ゼロめざせ
安心の年金制度を
者（ ～ 歳）の 要介護者は対 象 ・流行性耳下炎（おたふくかぜ）、
まちかど運動教室充実 に加えてください。
ロタ ウィルス、子 どもや障が い者 ◆ 介護保険への 国庫負担を 増やし
知立市 へ施策拡充 を求める陳情、 ◆生活保護について
のイ ンフルエンザ ワクチン、 定期 て利用者負担の軽減と給付の改善。
主な陳情項目は次のとおりです。 ・生活 保護の相談 ・申請にあた っ 接種 から漏れた人 に対する麻 しん さ らなる軽度者 外しはやめ てくだ
◆安心できる介護保障について
ては、憲 法第 条 および生活保 護 （は しか）の任意 予防接種に 助成 さ い。介護・福 祉労働者の 雇用安
・介護離 職の実態を 把握し、介護 法第１ 条・第２条 に基づいて行 い、 制度の実現を。
定のため処遇を改善を。
離職をな くすため、 介護施設の増 「就労 支援を口実 にする」「親 族
◆ 歳以上の医 療費患者負 担２割
子ども医療費助成 引 き上げをはじ め、政府が 現在検
設やお泊 りディサー ブスの制度化 の扶養 を問いただ す」などで申 請
歳まで無料化を 討 を進めている 、これ以上 の医療
など、必要なサービスを提供を。 書を渡 さず、相談 者・申請者を 追
・市主催 のまちかど 運動教室を、 い返す ような違法 な「水際作戦 」 ◆県 へ意見書の提 出を求める 陳情。 費 患者負担増の 検討をやめ てくだ
誰もが参 加し易くす るため身近な を行わ ず、生活保 護が必要な人 に
愛 知県の福祉医 療制度は、 「県 さい。
地域に増設してください。
は早急に支給してください。
民に とってかけが いのない優 れた ◆若い人も安心の年金制度の陳情
・高齢者 宅配給食サ ービス事業に ◆子育て支援について
制度」であり、さらなる拡充を。 ・ 全額国庫負担 による最低 保障年
・ 「 子 ど も の 貧 困 対 策 推 進 法 」 ・子 どもの医療費助 成を、 歳年 金制度を実現してください。
「子どもの品行対策に対する大綱」 度末まで窓口無料に。
を受け 、２０１６ 年に県が実施 し ・精 神障害者医療 助成の対象 を一
た子ど もの貧困調 査も踏まえて 、 般の 病気に広げ、 また、自立 支援
知立市 独自に子ど もの貧困対策 に 医療 （精神通院） 対象者を障 害者
計画をもって推進してください。 医療費助 成の対象としてく ださい。
◆障がい者・児施策の拡充を
・ 歳以上の一人 暮らし・住 民税
・障がい 者が 時 間３６５日、 地 非課 税者の医療費 を、県制度 で無
域で安 心して生活 できる「暮ら し 料にしてください。

市へ

知立市にも 項目の施策拡充を求める
市議会各派の対応が注目さます
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