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【こども医療費
こども医療費】
医療費】
奈良市では、子育てをされている家庭に対して中学校まで
の医療費助成を行っています。しかし、支払いについては自動
償還払い（立替払い）となっていて受診時の自己負担が生じて
います。子育て世代では少しでも自己負担を軽減してほしいと
の声が過去からあり今回制度は、待ちに待ったと喜ばれそうで
すが、国の施策として未就学児までの医療費等の現物給付方
式に変更されるとの事です。制度開始は平成31年8月からと言
う事ですが、どうして未就学児までだけを対象とするのかが疑
問であります。就学児童と未就学児童のいる子育て世代の家
庭からは、支払い方で混乱を招く事は明らかだと言えます。制
度開始まで1年余り、窓口の基礎自治体の事務作業も煩雑に
なることも事実で今後、中核市として子育て世代の家庭が安心
して子育ての出来る奈良市を目指します。

【平成30年度予算】
】
新年度予算が3月議会に提案され、今と未来をつなぐ4分野で新たな古都を創生します。テー
マで １．暮らしやすく済み続けたい街。 ２．将来世代へ先行投資する街。 ３．未来の成長戦略
を描く街。 ４．市民と創る持続可能な街。とした予算編成となり、総額では約2357億で前年度
2375億に比べ0.8％減額となっています。また、一般会計では2.7％増加の1310億との説明であ
りました。全体的には厳しい財政の中抑えたように見えるのですが、観光や教育部門においては
納得しがたい内容になっています。まず、教育関係については、前市長が実施していました少人
数学級1・2年生をさらに充実させるため小学校全学年、全てを少人数学級とする事を重点施策
として8年前から拡充してきた少人数学級でした。しかし、今回の予算を見ますと、8年前に戻っ
たかのような1・2年生だけの少人数学級となっています。一方、観光関係においては、なら国際
映画祭は徐々にではありますが、定着してきています。しかし、今回の補助金の付け方について
は問題があると感じます。まず、要求に対する積算根拠が明確でない事、説明書の中でも県の
補助金の決定でないものを説明書に記載されていたことなど、検討しなければならない内容で
す。未来を担う子供に対する事業は削減し観光関係には要求通りの補助する事には容認でき
ないと考えて議論を重ねました。結果、予算は修正可決されなら国際映画祭と陸上競技場の大
形ビジョンを削減、いじめ対応職員の復活をすることが出来ました。これからも、市民生活に直結
した事業に取り組んでいきます。
【児童相談所】
児童相談所】
こどもへの虐待防止対策を強化する児童福祉法が平成28年に成立され、中核市にも児童相
談所の設置を推進するとともに体制及び調整期間を強化する方針が打ち出されました。本市も奈
良県からの移譲に前向きで全国中核市で最初の相談所を検討しています。しかし、現実は本市
単独で設置するには、多大な費用と人材が必要となります。現在、奈良市内に県の施設があり新
たに本市が設置すると市内に2か所になるのですが、奈良市在住の相談は奈良市の施設だけと
になり全体の40％を本市が担う事となります。今後、施設のあり方や人材の研修など様々な課題
が山積で本市単独での施設運営は厳しい財政の中は難しいと考えます。奈良県との連携を図り
少しでも財政に負担をかけないよう県への働きかけも行いたいと思います

ポスティングボランティア募集
月一回の「瓦版」をポスティングしていただけませんか。
少しの時間でも結構ですのでお手伝い下さい。
連絡先は、下記の事務所までお願いします。

【3月の活動報告】

【2月の活動報告】
１日 早朝交通安全啓発、
早朝交通安全啓発、勉強会

１日 支援者面談、
支援者面談、医療事業課調整

２日 支援者面談、
支援者面談、後援会活動

２日 議会改革作業部会、
議会改革作業部会、支援者訪問

３日 民進党大会（
民進党大会（東京）
東京）

３日 自治会活動、
自治会活動、後援会活動

４日 民進党大会（
民進党大会（東京）
東京）

５日 医療政策課相談、
医療政策課相談、学校教育課、
学校教育課、教育長

５日 財政課（
財政課（勉強会）、
勉強会）、委員会調整
）、委員会調整

６日 ３月議会、
月議会、代表質問

６日 総務委員会出席

７日 ３月議会、
月議会、一般質問

７日 支援者面談、
支援者面談、地域自治協議会意見交換会

８日 ３月議会、
月議会、一般質問

８日 二名包括相談、
二名包括相談、西部ブロック
西部ブロック会議
ブロック会議

９日 大和高田病院訪問、
大和高田病院訪問、

９日 南但市クリーンセンター
南但市クリーンセンター視察
クリーンセンター視察

１０日
１０日 自治会活動、
自治会活動、支援者面談

１０日
１０日 支援者面談、
支援者面談、後援会活動

１１日
１１日 平城宮歴史公園内覧会、
平城宮歴史公園内覧会、支援者面談

１１日
１１日 保育園文化発表会

１２日
１２日 ３月議会、
月議会、選対会議、
選対会議、役員会議

１２日
１２日 後援会活動、
後援会活動、事務作業

１３日
１３日 ３月議会、
月議会、政策委員会

１３日
１３日 県連事務作業、
県連事務作業、支援者面談、
支援者面談、役員会
１４日
１４日 かわら版作成
かわら版作成、
版作成、部屋会議

１４日
１４日 鶴舞こども
鶴舞こども園卒園式
こども園卒園式、
園卒園式、支援者面談
１５日
１５日 登美ヶ
登美ヶ丘中学校卒業式、
丘中学校卒業式、支援者

１５日
１５日 西部ブロック
西部ブロック（
ブロック（和歌山県）
和歌山県）

１６日
１６日 ３月議会、
月議会、総務委員会、
総務委員会、部屋会議

１６日
１６日 西部ブロック
西部ブロック（
ブロック（和歌山県）
和歌山県）

１７日
１７日 父３回忌、
回忌、１区幹事会

１７日
１７日 後援会活動、
後援会活動、支援者面談

１８日
１８日 自治会活動、
自治会活動、支援者面談

１８日
１８日 馬淵新春の
馬淵新春の集い、新駅セミナー
新駅セミナー
１９日
１９日 中山西自治会面談、
中山西自治会面談、県連事務面談
２０日
２０日 支援者面談、
支援者面談、教育長面談
２１日
２１日 ３月議会内示会、
月議会内示会、幹事長会議、
幹事長会議、勉強会

１９日
１９日 ３月議会、
月議会、支援者面談、
支援者面談、副市長面談
２０日
２０日 ３月議会、
月議会、市長総括
２１日
２１日 両副市長面談
２２日
２２日 奈良市自治連合会定例会

２２日
２２日 学校運営協議会、
学校運営協議会、県連事務面談

２３日
２３日 ３月議会、
月議会、議長面談

２３日
２３日 支援者面談、
支援者面談、副市長面談

２４日
２４日 民進党奈良県連大会、
民進党奈良県連大会、１区定期大会

２４日
２４日 支援者訪問、
支援者訪問、自治会活動
２５日
２５日 馬淵氏面談、
馬淵氏面談、自治会活動、
自治会活動、地区定例会

２５日
２５日 自治会総会、
自治会総会、鶴舞地区定例会

２６日
２６日 財務部勉強会、
財務部勉強会、総務部長面談

２６日
２６日 ３月議会

２７日
２７日 支援者面談、
支援者面談、医療事業課相談

２７日
２７日 ３月議会、
月議会、教育委員会

２８日
２８日 3月議会招集、
月議会招集、全員協議会、
全員協議会、教育長面談

２８日
２８日 私鉄労組定期大会、
私鉄労組定期大会、総合政策部長面談
２９日
２９日 支援者面談、
支援者面談、自治会活動
３０日
３０日 後援会活動、
後援会活動、選対会議
３１日
３１日 支援者面談、
支援者面談、後援会活動
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