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子ども医療費助成制度拡充 されます
「子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境づくり」の実現に向けて、平成26年12月から制度
拡充されます。平成20年7月から通院について就学前まで、平成24年10月から入院について
は中学卒業まで拡充されましたが、安心して子育てしたいという保護者の思いに応える環境づく
りを進めるため、通院についても中学卒業まで拡充することになりました。
変更前
通院

ごあいさつ

対象
年齢

向寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上
げます。

0歳から満6歳に達した日以後に
おける最初の3月31日までの間
にある児童

変更後(拡充予定日平成26年12月〜 )
入院

通院・入院

0歳から満15歳に達した日以後
における最初の3月31日までの
間にある児童

0歳から満15歳に達した日以後
における最初の3月31日までの
間にある児童

自己負担額の一部及び入院時の食事負担額

平素は私、竹田たかしの政治活動に対しまして温かいご支援とご協
力を賜り誠にありがとうございます。秋には各地域にてお祭りや運動会、

助成

(一部自己負担額として、1医療機関において1日につき

内容

最大500円を月2日まで負担。1 ヶ月の一部自己負担額合計が

同 左

2,500円を超えた場合は還付。)

市民スポーツ祭等を通じ絆を深められる行事が行われ、一つ一つがま
ちの魅力であります。その魅力を大切にしたまちづくりを進めて参りま
す。
皆様のご支援により市議会議員として送って頂きました8年間、多
くのことを勉強させて頂き皆様から頂いた
『声』
をしっかりとお返しす

所得

0歳児=所得制限なし

制限

1 〜 15歳=所得制限あり(旧児童手当の特例給付を準用)

助成

ることに邁進して参りました。その多くの『声』
に心から感謝申し上げます。

方法

平成25年度の一般会計、特別会計及び企業会計等の決算委員会が終了致しました。
これから必ず
訪れる人口減少社会における行政運営に向けこれからも弛みない行財政改革と住み続けたいと思う
八尾市として私自身、辺りを照らすことに徹する
『政治家は一本のろうそくたれ』
という言葉を心に刻み、
初心忘れることなく汗をかき、皆様の声を市政へ力強く反映出来る様、一つ一つ一生懸命頑張ってま

同 左

就学前児童=子ども医療証(乳幼児)の交付による。
就学後〜15歳=子ども医療証(乳幼児以外・入院専用)の交付による。
府内は医療証方式

子ども医療証の交付による。
府内は医療証方式(予定)

※医師会等関係機関との調整を
行った上で、確定する。

八尾市自転車駐車場の料金の障がい者減免制度 が変更になりました
10月1日より八尾市内の全25か所の自転車駐車場において、料金の障がい者減免が実施され

いります。

ることになりました。

皆様には引き続きご支援・ご鞭撻の程、重ねてお願い申し上げます。
八尾市議会議員

竹田たかし

今年4月に市民の方から一通のお手紙を頂き、その内容は八尾市内の駅にある25か所の自転
車駐車場の内、3か所で障がい者減免が実施されているが残りの22か所で実施されておらず障

八尾消防署

大正出張所新設の要望書 を提出いたしました

平成26年10月30日、大正コミュニティセンター跡地利用に八尾消防署
市長に提出しました。八尾市には現在、消防本部と5か所の出張
所の計6か所ありますが、指針では8か所となっており充足して
おらず、八尾市南西部及び南東部にない状況となっております。
これから訪れる高齢化社会での救急対応やゲリラ豪雨、地震等
の自然災害、火災での初期対応を迅速に捉えなければならない
と考えております。一日も早い実現に向け取り組んで参ります。

大正出張所新設の要望を

がい者にもやさしい政策の実施されるよう要望します・・・というお手紙でした。市民の方から私
のもとに頂きました匿名のお葉書によって教えて頂き実現することが出来ました。規則改正も行
い身体障がい者手帳、療育手帳とは別に精神障がい者手帳の交付を受けている方も追加いたし
ました。
又、八尾シティネットが実施していますレンタサイクルの定期利用分も減免となりました。
このように市民の皆さまの『声』
によって、

【

気づき→取組み→実現

というサイクルでこれからも
活動していきたいと考えています。

】

『普通教室にクーラーの設置を』議会にて採択 されました

平成25年度 各会計決算額一覧表
（単位：千円）

9月議会にて市民の皆さまよりご意見頂いていまし
が採択されました。温暖化等により子ども達の教育
環境は大きく変化しており、教育環境改善のために
も取り組んで参らなければなりません。
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財産区

会

介護保険事業

計

など進めていかないといけない課題です。

別

した姿勢でしたが、早急にエアコン設置の整備計画

特

これまでは学校耐震化後に取り組んで行くと漠然と

後期高齢者医療事業

パスポートの申請・受取りが市役所で出来るようになりました

土地取得事業
小

10月1日から、市役所本館1階13番窓口(総合案内室の隣）

合

でパスポートの申請・受取りができるようになりました。
①日本国籍を有している人

業

②本市に住民登録している人または住んでいる人

会
計

◆申請受付・受取時間
◎申請受付時間…平日午前9時〜午後4時30分

計
計

企

◆本市で申請できる人（次のすべてに該当する人）

翌年度に繰越
すべき財源

区分

た
「教室に一日も早くクーラーの設置を」
という請願

病院事業

水道事業

差引

178,362,548 176,486,098
収益

11,459,663

11,277,960

資本

687,664

1,085,260

収益

6,161,475

資本

640,125

2,791,084 665,722

▲

1,876,450 665,722

実質収支

単年度収支

2,125,361 1,509,309

▲

▲

68,921

181,703

0 当年度未処分利益剰余金

397,596

0

5,343,141

818,334

0 当年度未処分利益剰余金

1,680,711

▲ 1,040,586

▲

0

439,774
1,099,910

◎受 取 時 間 …平日午前9時〜午後5時15分
※申請から受取りまで約2週間必要《年末年始12月29日〜 1月3日は除く》

千代田区へ【子どもの遊び場に関する条例】視察

八尾市の一般会計、特別会計の決算総計
本年度の一般会計、特別会計の決算総計は、歳入決算額が1,783億6,245万8,500円、
歳出決算額が1,764億8,609万8,414円で歳入歳出差引額が18億7,645万86円と

先日、東京都千代田区に視察に行って来ました。

なり、収支決算額は4年連続黒字となりました。

テーマは
『子どもの遊び場に関する条例』
です。
都市化の進展により空き地や原っぱが失われ公園や広場で

一般会計では翌年度へ繰越すべき財源6億6,572万2,216円を差し引くと実質収支額

は他の利用者に配慮して制約も多い現状があります。又少

は21億2,536万1,233円の黒字となり、
これを平成26年度へ繰越しました。

子化の進行で兄弟姉妹や近所に住んでいる子どもが減少

なお、実質収支額から昨年度実質収支額を引いた単年度収支額は15億930万9,777円

し、外遊びでの仲間づくりが難しくなり、運動能力の低下や

の黒字となっております。

遊びを通じての人間関係や社会規範を学ぶ機会が少なく

歳入においては、個人市民税が減となりましたが、固定資産税、都市計画税、その他の市税

なっています。千代田区では現在4か所の公園で大学生が
主体となったプレリーダーを配置し月一回ボール遊びが出来るよう取り組まれ条例化されていま
す。本市においても子どもの遊び場の確保、運動能力の低下は課題であり、公園も地域の皆さま
の理解の上、色々な側面から考えないといけないと考えます。
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が増となり、市税全体が増となりました。
一方、歳出面においては人件費では退職手当の減などにより減となったものの、学校園施
設耐震化事業、八尾図書館整備事業などの大規模事業から、投資的経費への集中的な財
源投入が必要となっております。

電話 072−94 9−631 7

