
私立の授業料
最大で全国
平均額の
約４０万円

就学支援金の年額 私立高授業料
実質無償化の概要

（　　　　　） 上限額を引き上げ！
29万7000円

23万7600円

17万8200円

11万8800円
（公立授業料相当）

世帯の年収

現行

生活保護
250万円
（非課税）

350万円 910万円
590万円

国
の
就
学
支
援
金

地域医療体制がさらに充実します!!
≪岡崎市民病院≫
☆高度化する医療ニーズに対応するため、機能充実！
・がん診療充実のためPET-CT撮影装置導入に向
けた準備
・MRI 2台を更新

☆優秀な医療スタッフの確保と人材の育成で高度医療
を提供！

☆「愛知県がんセンター愛知病院」
H31／4／1岡崎市に移管！

主に亜急性期、回復期、在宅支援に係る医療機能を
担います。

≪藤田保健衛生大学岡崎医療センター≫
☆支援内容
・土地購入費（30億5千万円）
岡崎駅南土地区画整理組合から
購入した土地を、病院用地とし
て10年間無償貸与
・救急医療拠点施設整備費補助金
救急医療拠点施設（緊急な入院
又は手術に対応できる救急医療
を常時実施する病院）の整備費
補助金（上限50億円）のうち、
H30年度分を出来高により交付

公公明明党党はは中中小小企企業業等等応応援援ののたためめ条条例例制制定定をを進進めめまますす！！
中小・小規模企業の固定資産税ゼロ！
国の税制改正で、H30年度から3か年を集中投資期間とした中小・
小規模企業の生産工場を支援するために、設備投資した償却資産に対
して固定資産税をゼロとします。この施策を実施するためには要件が
必要です。

１、地域要件…………岡崎市が導入基本計画をつくり、国から同意を
受けること
条例で3年間固定資産税をゼロ以上2分の1以下
に定めること

２、設備投資の要件…市が策定した条例により認定を受けた中小・小
規模企業が設備投資し労働生産性が平均3％向
上することなど

３、支援措置…………ものづくり補助金等が補助率2分の1から3分の2へ

岡崎市工場建設条例の一部改正！
今までは、工業団地や工
業適地でしか認められてい
なかった固定資産税相当額
を奨励金として3年間交付
されていた制度が、国の地
域経済けん引事業計画に基
づいて工場建設を行う企業
には全市域内を対象に交付
が受けられるようになりま
した。

給付型
H29年度

給付人数
0.3万人 22万万人人増増

30年度 2.3万人 （本格実施）

国公立 自宅
自宅外

月2万円

月3万円
私 立 自宅

自宅外 月4万円

児童養護施設
出身者など

上記に加え、
入学一時金24万円

第一種
（無利子）

H29年度 貸与人数 51.9万人 11..66万万人人増増

30年度 53.5万人

第二種
（有利子）

し

貸与額の選択肢拡大

（2万～12万円の1万円刻みに）

岡崎支部だより
発行：公明党岡崎支部 H30/23号

－教育負担の軽減へ 新年度スタート－

－私立高校授業料－
・実質無償化がH32年度までに年収590万円未満
世帯を対象に実現することが決定!!

・現行の国の就学
支 援 金（年 収
910万円の世帯
対象に公立高校
授業料相当分、
年間11万8,800
円）の加算額を
大きく引き上げ
ることで実現!!

－幼児教育－
・全ての3~5歳児を対象に「幼稚園保育所、認定
子ども園の費用を無償化する」

・0~2歳児についても、「当面は住民税非課税世
帯対象に無償化を進める」

・これらの無償化は、H31／4から一部実施、H
32／4から全面実施の予定

幼稚園保育料
年収約270万～360万円未満世帯の3~5歳児のうち

第1子
H29年度：年額16万8800円

30年度：年額12万800円

第2子
H29年度：年額8万5000円

30年度：年額6万1000円

－大学・専修学校－
・大学などの高等教育の無償化は、H32／4から
「低所得世帯に限定」して実施する方針が示された
・無償化は、公明党が進めてきた授業料の減免の
拡充に加え、H29年度から創設され、H30年度本格
実施となる給付型奨学金の大幅増額により実現

奨学金

給付額

大学授業料の減免枠
国立大生 私立大生
H29年度：6.1万人 H29年度：5.8万人

00..44万万人人増増 11..33万万人人増増

30年度：6.5万人 30年度：7.1万人

大学病院へのアクセス道路が
順次開通します。
大学病院へのアクセス道路が
順次開通します。

H30／4／17
要望書提出！

阿地和地区の整備イメージ



全222項目
ヘルプマークシール

無料配布!!
PFI手法を活用!!

＜男川浄水場更新工事完成＞
�H30／1完成！
�男川ウォーターパートナーズ株式会社
�岡崎市大平町字塚畑1
�浄水能力68,395㎥/日

＜新友愛の家＞
�H30／4／1リニューアルオープン
�維持管理運営＝H30／4から15年間
�岡崎ウェルフェアサポート株式会社
�障がい者中心に文化、スポーツ講座開催等

＜岡崎龍北総合運動場整備事業＞
�H32／7供用開始・15年間管理運営

＜南公園民間活力導入調査開始＞

�内部障がいや難病、発達障が
いなど外見からではわからな
いかたが援助や配慮を得やす
くすることを目的に作成

�ヘルプマークを見かけたら電
車やバスの席を譲る等思いや
りの行動をお願いします

�配布場所＝障がい福祉課・げんき館2階
子ども発達センター

�配布対象者＝身体障がい者、難病のかた
発達障がいのかた等でマーク
を希望されるかた

�マークの概要＝運転免許証サイズのシール

防災・減災対策の推進！ 子育て支援の充実！ 学校教育の充実！ 女性の活躍推進！
（仮）レディGO！プロジェクト�防災指導員制度の創設

防災指導・啓発できる
人材育成

�受援計画策定
大規模災害時、国、その他自治体等からの
応援受け入れのため

�岡崎幸田消防指令センター開所
岡崎市職員・幸田町職員との共同運用
同時通訳サービス導入
（英語、中国語、韓国語、スペイン語
ポルトガル語対応）

�六名雨水ポンプ場整備（H29～34年）

�六斗目川・上地新川改修工事

�南部乳児保育園 H30／4開園
3歳未満児専用の保育園

�新設保育園整備（岡崎地区）
H30：用地の調査、建設・運営事業者選定
H31～32：設計・建設
H33／4 開園予定

�おたふくかぜ予防接種費用助成
対象：1歳児
助成額：2000円程度

�H32年度新学習指導要領への対応
☆全小学校にタブレットPC配備
「プログラミング学習」
「情報モラルの学習」
☆生きた英語学習
外国語指導助手（ALT）と小学校英語指
導補助者（ST）を増員

�児童生徒の健全育成＝いじめや不
登校の早期発見・早期対応
☆スクールソーシャルワーカーの増員
☆学級集団適応心理検査を全中学生＋小5·
6年生に対象拡大

�全小中学校の普通教室に空調設備
を設置するための基礎調査

�リカレント教育
すべての女性が自信をもって地域活動や
職業生活で一歩前に踏み出せるようにリ
カレント教育（職業上の新たな知識・技
術を修得するために必要な専門的な教
育）を推進
子育てや家事をしながらでも、自宅で好
きな時間に学習できるように地方創生カ
レッジと連携しe‐ラーニングを活用（全
国初の試みです）

福祉サービスの充実！ 市民サービスの向上！ 岡崎墓園整備 ごみ処理業務の改善！
�難聴児補聴器購入費補助拡大
FM補聴器システムも対象に加える

�コミュニティーソーシャルワーカー配置
住民が中心となり、地域課題解決を進める
コーディネーター役：本庁と額田センター
に1名ずつ配置 暫時拡大を要望していま
す

�介護保険関係資格取得研修受講料等補助
要介護者の人数が介護者を上回っています
職員の離職防止、定着、新たな人材確保の
ために介護福祉士や介護支援専門員など
サービス事業所で必要とされる研修受講料
受験料の一部を補助
対象経費の：2分の1、上限10万円

�市税等のクレジットカードによる納付
制度 H32／4予定

�戸籍証明書と戸籍の附票が
証明書コンビニ交付サービスに追加
H31／1より

�難聴児補聴器購入費助成の対象拡大
�道路照明灯具のLED化1900灯
リースにて費用平準化／電気代削減

�愛知環状鉄道のICカード乗車券導入
H31春供用開始

�新区画の造成工事
1600区画（2型）
H30~31 工事
H32 供用開始

目指す

�H31より岡崎墓園に管理料が発生します!
（墓園永代使用料は引き続き同額）

�可燃ごみの収集：午後2時までに完了
�クリーンセンター
☆受入品目増える！
中央クリーンセンター
【土曜日】可燃・粗大＋不燃、缶・びん、

3分別、新聞・雑誌等の資源類
毎月第4日曜日（リサイクルの日）の粗大ごみ
受入は、午前8時30分～11時30分に短縮
八帖クリーンセンター
【月～土曜日】可燃＋缶・びん、3分別、

新聞・雑誌等の資源類
☆昼時間（正午～午後1時）の受入開始
中央クリーンセンター
八帖クリーンセンター
北部一般廃棄物最終処分場
【月～金曜日】午前8時30分～午後4時00分

スマートウエルネスシティ 推進!! 住宅施策の推進！
地域住民の方々が「健幸」であるために、そこに暮らすことで健幸になれる「まち」づくりを目指します �木造住宅耐震改修費補助

補助金上限90万→100万円へ増額

�受領委任払い制度開始
改修費の総額から補助金分を引いて業者へ
支払う方法。費用負担軽減になる

�空き家バンク創設
インスペクション補助上限4万円
（空き家バンクを活用して、空き家を売る
所有者に建物調査費用を補助）

�住宅セーフティーネット制度創設
居住支援協議会の設置→低所得者、高齢者
など入居拒否しない賃貸住宅の登録で住宅
困窮者を支援

区分 金額
2型墓地 1区画につき 年額2,400円
4型墓地 1区画につき 年額2,700円
6型墓地 1区画につき 年額3,000円
8型墓地 1区画につき 年額3,300円

『生活発』の発想から生まれました『生活発』の発想から生まれました
皆さんの総意が実っていよいよスタート！

H30年度予算要望書
内田市長に提出（H29/11/17）
H30年度予算要望書
内田市長に提出（H29/11/17）

岡崎市議会公明党
野島、井手瀬、内田市長、畑尻各議員

H29／12月定例会で議事進行を務める畔柳副議長

H29／3定例会 『歩いて健康』
～歩きたくなる、歩いてしまうまちづくりの取組～

歩く程度の運動で身体活動量の増加！
・乙川リバーフロント整備地区や商業施設などでの
ウォーキングイベントや健康づくりイベントの開催

QURUWA戦略

代表質問に於いて「健
幸」をキーワードとし
た新たなまちづくりを
提案。スマートウエル
ネスシティ「首長研究
会」への市長の参加を
求めた事を受け、岡崎
市長はH29／9に加盟
しました。

籠田公園、りぶら、乙
川河川敷など主要な公
共空間を結んで一周す
る動線がアルファベッ
トのQの字に見えると
ともに、岡崎城跡の総
構えと重なることから、
その動線の名称を、ローマ字のKURUWAの頭文字
KをQに置き換えQURUWAとしました。まちづく
りとして推進されます。

『食べて健康』
～野菜を食べる、健康的に食べ歩くための取組～
野菜摂取量の増加！（もっと食べよう）

・市内飲食店でのヘルシーメニュー提供イベント
・菓子店と協働したベジタブルスイーツメニュー開発


