市立幼稚園を統合

集団での幼児教育には︑
１クラス 人以上が望まし

このため 年度は５歳児
のみ募集し︑ 年４月に廃

に１世帯が生活保護世帯︒
高齢者世帯が ・２％︑

止する︒休園中の３園は
医療扶助が ・７％を占め
年度中に廃止︒残る６園は︑ る︒市の負担となる保護費
金剛︵青葉丘︶︑金剛東︵津々 は約６億円︒

拠点とし︑ 年４月から
３歳児も募集する︒
再配置によって空いた

高齢者世帯が ・３％︑
医療扶助が ・３％を占め
る︒市の負担となる保護費

は約３億円︒
この５年間で保護世帯数
が ・２％︑保護費総額が
８・５％減少した︒︹藤原︺

件︑狭山８件
生活保護費の不正受給が
年度︑富田林市で 件︑
河内長野市で 件︑大阪狭
山市で８件あった︒各市と
も前年度より少なかった︒
河内長野市では６００万円
近い不正受給もあった︒
富田林市 不正件数は

件︵ ％︶︑過小申告が
件︵ ％︶︒ほかに任意保
険などの無申告と年金など

が

大阪狭山市 保護世帯数
は４８６世帯で︑ 世帯に
１世帯が生活保護世帯︒

山台︶︑北部︵喜志︶︑中央
この５年間で保護世帯数
部︵富田林︶︑南部︵錦郡︶︑ が１・３％︑保護費総額が
７・６％減少した︒
東部︵大伴︶の６地区の

46

河内長野では 万円弱も

富田林

河内長野市 保護世帯数
は１１１６世帯で︑ 世帯

︹藤原︺

いとされる︒伏山台︑新堂︑ 幼稚園には︑待機児童を
川西は集団保育に適した規 解消するための保育施設
模が確保できない状況が続 誘致や︑子育て支援施設
の設置などを検討する︒
くとみられ︑彼方は土砂災
害警戒区域にある︒

４園廃止し６園に

年４月迄に
ニーズに対応しきれていな ５歳９人︑川西が４歳５人・
おちかた
いのが原因とみられている︒ ５歳 人︑彼方が４歳３人・
廃園となる４園の在籍数 ５歳 人︒
は︑伏山台が４歳３人・５
歳９人︑新堂が４歳７人・

高齢者が半数以上
る︒市の負担となる保護費
は約 億円︒
この５年間で保護世帯数
が８・５％︑保護費総額が
９・６％減少した︒

世帯に１世帯

富田林市 保護世帯数は
１７４０世帯で︑ 世帯に
１世帯が生活保護世帯だ︒
高齢者世帯が ・２％︑
医療扶助が ・３％を占め

19

記者会見で﹁堺市消防局が 件︵ ％︶減った︒不正受
持つ高度な消防・救急機能 給額は８５１万円︒１００
や高規格な資機材を活用し︑ 万円以上が２件あり︑最高
役割を果たしたい︒南区や は３３６万円︒
働いて得た収入の無申告
東区︑美原区には大阪狭山
から駆け付けた方が早い地
域があり︑堺市としてもメ
リットがある﹂と︒
大阪狭山市や富田林市な
ど南河内の市町村では︑一
部事務組合を結成して広域
化を図ることを検討してい
たが︑おおさか維新の会が
大阪府内の消防を統合する

47

52

55
給付の無申告がそれぞれ２
件︑資産収入の無申告が１
件ある︒
課税調査で 件︵ ％︶
が発見され︑関係者からの
通報・照会が２件︒実施機
関による発見が１件ある︒
河内長野市 不正件数は
７件︵ ％︶減った︒不正

受給総額は１７８４万円︒
１００万円以上が３件あり︑
最高は５９０万円︒
働いて得た収入の無申告
および過小申告が 件︵
％︶ある︒ほかに資産収入
の無申告１件︑扶助費の不
正１件など︒
課税調査での発見が 件
︵ ％︶︑実施機関による発

見が８件︵ ％︶︒ほかに関
係機関からの通報・照会が

26

富田林市計画

﹁大阪消防庁﹂構想を打ち
出したことから︑協議が中
断していた︒ ︹山本裕︺

11

58

富田林

富田林市と大阪狭山市で
は︑ 年度の生活保護世帯
の半数以上が高齢者世帯だ
った︒河内長野市では保護
率が０・２ポイント上昇︒

れる︒
委託後は︑大阪狭山市の
消防施設や車両などはすべ

として指定されると︑広域
化の準備︑施設の整備や統
廃合など必要な費用につい
て国からの財政支援が得ら

発表した︒大阪狭山市が消 竹山修身市長に協議を依頼
防業務を堺市に委託する形 したという︒
堺市はこれを受け 日︑
を取り︑
狭山市消防本部は︑
堺市消防局の消防署となる 府に対し両市を﹁消防広域
予定︒両市は今後︑組織態 化重点地域﹂として指定す
勢や負担金の算出方法につ るよう申請した︒重点地域
いての協議を進め︑ 年春
からの運用を目指す︒
両市によると︑大阪狭山
市は昨年６月に市内部に研
究会を発足させ︑今後の消
防・救急態勢の強化策につ
いて検討︒今年８月︑堺市

に消防業務委託の協議を申 て堺市に委譲され︑消防職
し入れるとの結論を出した︒ 員もすべて堺市の職員とな
これを受け︑ 月 日︑古 る見込み︒
堺市の竹山市長は 日の
川照人市長が堺市を訪れ︑

19

18

富田林市は市立幼稚園の
再配置を計画している︒こ
のほどまとめた市立幼稚園・
保育所のあり方基本方針
︵素
案︶によると︑幼稚園は園
児数の減少が続く伏山台な
ど４園を廃止し︑６園に統
合するとしている︒
市立幼稚園は 園︒その
うち東条・板持・喜志西の
３園が休園中︒ 園の定員
は４１０人︒４月現在２６
５人︵４︑５歳児︶が在籍
している︒
市立幼稚園の園児数減少
が続いている︒人口減少だ
けでなく︑３年保育や預か
り保育など︑増加する保育

堺市は 月７日︑大阪狭
山市との間で消防広域化に
ついての協議を開始すると

58

26

42

56

件︵ ％︶減った︒不正
受給総額は４２５万円︒１
００万円以上が１件で︑３
２３万円︒
収入の過小︑無申告が４
件︑居住実態がないのが３
件ある︒課税調査で発見が
４件︑支援員の訪問調査で
発見が３件︒生活保護法に
基づく調査で１件︒︹藤原︺

投書が１件ある︒
大阪狭山市 不正件数は

４件︑住民などからの通報・
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21年春から

昨年度の
生活保護

21

13

10

狭山の消防
堺市に委託
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（２ ）
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