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が全力で住民本位であたたかい市政を

　アンケートでは、49.6％が生活が
苦しいと答えています。その原因は
低賃金、年金の減少、消費税や医療費
の負担です。それなのに、川西市政
は、公共料金が高く、高齢者交通費補
助の廃止など、くらしの実態を踏まえ
ないものになっています。

　安倍政治は、森友問題、加計問題、
自衛隊日報隠し、西日本豪雨災害の
最中に宴会をやったり、国会ではカ
ジノ法案を優先するなど、国民の信
頼を完全に失っています。
　この悪政に対する審判を川西か
ら下し、市政をくらし守る防波堤に
していきましょう。

　川西市は、安倍政治いいなりで、要支援介護サービスの保険は
ずし、保育所、幼稚園の廃止、市民体育館やキセラホールのPFIに
よる民営化、川西病院の指定管理化とベッド削減、中学校給食の
センター化などをすすめています。
　これに反対する住民の声は一切無視、市長による説明会はお
ざなりで、多数の署名も無視する冷たい市政になっています。

　市民が集めた要求署名は、大型ごみ有料化反対5442筆、中学
校給食を自校調理方式で実施6400筆、松風幼稚園を廃園にし
ないで8885筆、市民病院構想案の白紙撤回15058筆にもなり
ますが、市長が直接受け取ることはなく、全部無視しています。

アンケートへのご協力ありがとうございました

川西市政に
とりくんでほしいことと トップ10 くらしが大変

生活が苦しい

Q.あなたのくらしはいかがですか

安倍政治は
信頼できない

Q.安倍政治を信頼できますか

無視された住民署名の数々

安倍政治いいなり

市政のどこに問題があるのか
住民の声を聞かない

　国民健康保険税が高すぎます。1世帯年間1万円を引き下げ
ます。くらしの実態に応じて、減免制度を拡充し、宝塚市のよう
に全額免除制度もつくります。

国保税は1万円の
引き下げを

　猪名川町はコミュニテイバス、宝塚市は
タクシー利用券交付、伊丹市は市バス利
用での高齢者支援を行っています。川西
市の高齢者交通費補助を復活、公共交通
網の抜本的改善を行います。

高齢者交通費
補助復活を

「買い物・通院」困難者をなくす必要があります

１位 国保・介護保険軽減 50％

２位 大型ごみ無料化 47％

３位 水道料金軽減 37％

 ４位 高齢者福祉充実 27％
 ５位 子育て支援 24％
 ６位 年金制度改善 20％
 ７位 自転車優先道路 20％
 ８位 雇用・時短・賃金 17％
 ９位 公共交通の改善 13％
10位 障がい者福祉充実 13％

回答者数984名・複数回答（８月６日時点）
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　2016年度に明峰中をモデル校に、自
校調理方式で先行実施の予定でした。
ところが、突然センター方式へ方針転換
し、久代旧中池を予定地として調査した
ものの面積不足のうえ、建設予算が80
億円にもなることから断念。今度は、川
西南中学校第二グラウンドにPFI方式で
センター建設可能性調査をしています。
　共産党は自校調理方式の方が、早く、
安く、安全にできると要求しています。

自校直営が早く安い

　正規雇用が当たり前の社会をつくり、ブラック企業を規制する
雇用総合相談窓口を市役所に設置します。高すぎる教育費を軽減
させ、返済不要の奨学金制度を復活します。

Q.子育て・教育で充実してほしいことは

こどもから高齢者まで みんなが輝く川西を
中学校給食

　待機児童解消は、認可保育所を増やして行うべきです。それなの
に、市は次々と保育所廃止をすすめています。 

認可保育所を増やそう

雇用総合相談窓口、
返済不要の奨学金も

待機児童解消

　川西市は地域によっては高齢化率が40％を超えています。高低
差が大きいまちの構造が、高齢者の移動困難地域をつくっていま
す。高齢者おでかけ促進事業を復活するとともに、JR、阪急、能勢
電のバリアフリー化をすすめ、市内網の目の公共交通整備を行い、
「買い物・通院」困難者をなくします。

「買い物・通院」困難者を
なくします

中学校給食実現 30.5%

いじめをなくす 17.5%
待機児童解消 13.3%
こども医療費無料化 11.6%
保育料軽減 11.6%

子育て・教育

Q.若者政策について改善を求める施策は

働く場確保、就労援助 50.0%
給付型奨学金 29.3%
若者家賃補助 15.9%

若者

自校方式
61.6%

センター
方式
26.0%

PFI方式
12.4%

中学校給食の実施方法
自校方式が一番

Q.介護や高齢障がい者福祉について
　改善を求める施策は

介護保険料軽減 26.9%

高齢者交通改善 22.4%
特養、介護施設増 19.5%
介護サービス改善 13.3%

高齢者

川西病院は市直営のままで存続充実します
　川西病院は市の中核医療機関として北部で存続します。院内に2次救急
センターを設置して猪名川町、豊能町、能勢町にも協力をもとめます。
　南部（キセラ予定地）には、分院をつくり診療科目や入院機能をそなえ、財
政規模は市民の医療ニーズと市の財政力をふまえたものにします。ふたつの
病院には、市内各所から通院バスを運行します。

南部に分院を整備、
市全体の地域医療を

守ります

市会議員

　市民の要求は待ったなしです。しかし、キセラ（中央北地区）開発にあまりにも偏りすぎた
市政運営のために、財政が悪化しています。住民のくらし優先の市政へ、税金の使い方を
きっぱり変えましょう。

黒田みち

❶新名神高速道路・川西インター　環境対策万全に
北の玄関口　神戸・大阪・京都のベッドタウンとして「若い人に選んでもらう町」づくりを
自然災害に強い「防災・減災・安心の町」施策の拡充
まちづくりの要　病院・学校や子育て施設・買い物できる場所・公共交通の充実を

❷幼稚園・小学校・中学校へバス・電車で通うこども達への交通費補助
❸一の鳥居駅のエレベーター設置など能勢電鉄バリアフリー化
笹部駅のトイレ設置など乗降客に便利な駅

❹高校生までこども医療費無料化
❺緑保育所リニューアル 保育所待機児童解消、公立幼稚園（３歳児・
　給食・預かり）保育実施

開発からくらし優先へ が全力で

助
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北野のり子

　市民の要求は切実で、待ったなしの
ものです。一方で、市の財政は悪化し
ています。これは、キセラ開発などの
開発と公共事業優先の財政運営をし
てきたからです。
　くらし優先の市政へ、財政の使い方
を根本的に変える必要があります。

開発から
　　くらし優先へ

が全力で

●子どもの医療費、中学校卒業まで無料に
●公立幼稚園の３歳児保育・預かり保育・給食の実施
●小学校統合中止
●中学校へバスで通うこども達に交通費補助
●能勢電鉄鼓滝駅に待合室設置
●住宅リフォーム助成制度で地元業者の仕事を増やす
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川西市まちづくり対策委員長

　市民の要求は切実で、待ったなしの
ものです。一方で、市の財政は悪化し
ています。これは、キセラ開発などの
開発と公共事業優先の財政運営をし
てきたからです。
　くらし優先の市政へ、財政の使い方
を根本的に変える必要があります。

吉岡けんじ

開発から
　　くらし優先へ

が全力で

●中学卒業までの医療費無料化を早急に実現
●ＪＲ北伊丹駅北側にエレベータの設置
●能勢電絹延橋駅・鶯の森駅にスロープ設置
●地域の結び付きの要となる共同利用施設の維持
●歩道・自転車道路を整備し安心・安全のまちづくり
●地元への発注を増やし、市内の働き場拡充



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a653f7b5630d130f330d5005d0020005b514330683059308b30bb30c330c80020003a653f7b5630d130f330d5005d0020005b514330683059308b30bb30c330c80020003a0049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


