日本共産党のえんど久子市議が要求

子どもの医療費無料化充実を
月からの実施で、１日

１日５００円の自己

料にした場合約６８８
０万円、中３までの入

と小３までの通院を無

実現のための予算は？
負担を別府市が負担し
自己負担なしとした場

料にした場合約８４０

中３までの入院を無

試算をしてもらいまし
た。

との答弁です。

１２万円増える見込み、

にした場合約１億９４

２９９４万円、中３ま
での入院・通院を無料

合、別府市の財政負担 院と小６までの通院を
が どのくらい 増えるか、 無 料 に し た 場 合 約 １ 億

万円、中３までの入院

豊後大野市は、中学
校卒業まで入院時の食

の助成だけでなく、入
院もさらに拡充すべき

えんど市議は「別府
市でも中３までの入院

豊後大野市は中３まで無料

事代も含め自己負担な
しで実施しています。

と考えるがどうか。他
別府市よりもすす
んだ自治体が県内

424

３月１６日の一般質問で、猿渡（えんど）
久子市議は、子どもの医療費無料制度の充実
を求めました。日本共産党はこれまでも一貫
して充実のために、みなさんとご一緒にがん
ばってきました。

３月の県議会で中学

５００円（１ヶ月１４

県の制度の充実が決まる
卒業までの入院の医療
ともないます

費 助成 が決 ま りま した 。 日 ま で ） の 自 己 負 担 を
この制度は、今年１０

別府市でも無料をひろげよう

日田市は小学校卒業ま

市のように努力すべき

き」と質問し、試算を
求めました。

で通院も含めて無料化

だ」と質問。担当課長
は「４月に県との協議
があり、その協議を踏
に６ヶ所ある。別
府市でも、現在就
学前まで実施して
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索すれば見られます。
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日本共産党 別府市議団

えんど久子のホームページ「はっ

えんど久子市議は、
「少なくとも県の制度
での入院の医療費
助成を自己負担な

を実施。日田市は１回
５００円の自己負担あ
り。佐伯市は小学校３

まえて議会に諮りたい」
と答弁しました。
世論をひろげ実現さ
せましょう。

を活用して中学卒業ま

しで行なうべき。

年生まで完全無料で実
施。 こ れらの市は 、市
長が選挙で公約し、実
施に踏みきりました。
いる通院の無料化
をさらに広げるべ

ハナネコノメソウ

日本共産党は反対

３００億弱をつぎ込み
人口の砂浜など
別府 の海岸整備 がすす んでい ま
す。日本 共産党議員 団はこ の事業 に
反対してきました。

総額 ２億 ８００ ０万 円を かけ て多 目

ま た、 観光港 の北 側に 市の 単費 で

観光港北側に多目的広場を整備中

業と して 総額１ ６２ 億の 高潮 対策 事
業も あり 、すべ てを トー タル する と

をつ ぎ込 むとい うも ので 別府 市も 一
部負担します。
こ れら の事業 以外 に、 国と 県の 事

さ らに 、緑地 事業 など の県 の事 業
は餅 ヶ浜 ・石垣 ・北 浜の ３ヶ 所の 合
計で 総額 ２１億 ３０ ００ 万円 あま り

積 するな かで 、いま 優先 すべ き事業
だ とは言 えな い、と いう のが 反対理

財 政が厳 しさ を増し 、市 民要 求が山

も 、この よう な大型 公共 事業 より、
も っと身 近な 公共事 業を すす めるべ
きではないでしょうか。

市内業 者の 仕事の 確保 とい う面で

市民の暮らしや
身近な事業を優先に

３０ ０億 近くに もの ぼる 巨額 の事 業
です 。（ 別府市 の年 間予 算は 約４ ０

由です。

国や県 の事 業も国 民の 血税 です。

０億 ）防 災は必 要で すが 、も っと 予
算を抑えた工法が可能です。

的広場を作る工事が進んでいます。

高潮対策の工事

北浜の海岸

民主党 は国直轄事 業にた いする 地
方の負担 金は廃止す ると昨 年の総 選
挙で公約 していたに もかか わらず 、
廃止されていません。
新年度 予算には、 ５５０ ０万円 の
国直轄事 業負担金が 計上さ れてい ま
す。これ は沖防波堤 を整備 するも の
で、総額 約８１億円 と報道 されて い
ます。
人口の砂浜や緑地帯などを作る
海岸整備の看板

