議会における議員の基本的権利
としての発言の自由は、言論の府と
しての議会の機能を発揮するために
不可欠、最大の要素です。住民の
要求を取りあげての議員の活発、
旺盛な発言こそ議会の生命です。
（日本共産党市議団が一般質問の時間
制限を問題にしているのもこの理由から
です）

それにもかかわらず、今度の第１
回定例議会で、新年度予算審査の
質疑項目数を上限６回に制限する
ことを決めてしまいました。
（１月２６日の議員協議会で、強い反対
があったにもかかわらず議長が決定）

今常陸大宮市議会は、「議会活
性化推進調査特別委員会」を設置
し、議会の活性化をはかっています
が、最も基本的な議員の発言（質疑）
を制限して、何が活性化なのでしょ
うか。また、いままで制限のなかっ
た「討論時間」を５分と制限してし
まいました。
全議員の意見を聞かずに議会運
営委員会で決め、反対意見があっ
ても強引に強行する議長の議会運
営は大問題です。日本共産党市議
団は１月３０日、仲田好一議長と
木村久美子議会運営委員長に「抗
議と撤回を求める申入書」を提出し
ました。

日本共産党東海村議団は、昨年
１２月１日までに戻った１２２５
通のアンケートの結果をまとめ「明
るい東海」で公表しました。
その中で、「東海 第 ２原 発を再
稼動せず 廃止 する」と 答 え た 方
は ６０％を占めました。運転を続
けると答えた方は２３．１％でし
た。村上村長に続き、村民も「原発
廃炉」の意思を明確にしました。
原発で重大事故が起き、放射性

物質が外部に放出されたら、それ
を完全に抑える手段がなく、被害
は空間的に広がる危険だけでなく、
将来にわたる危険があり、地域社
会の存続すらも危うくします。こう
いう「異質の危険」を特徴とする原
発を、許容してよいのでしょうか。
日本共産党は、期限を設定して
原発をなくし、同時並行で自然エネ
ルギー（再生可能エネルギー）の急
速な普及をすすめるプログラムを策
定することを国に強く求めています。

第１回定例議会は

２月２８日に開会します

請願・陳情は、２ 月２１日
（火）までにお願いします。

金子卓 （岩崎２７２-４） 堀江鶴治 （大岩２３）
D（５２）２４２２
D（５６）３０３０

一般質問の時間、質疑回数等、そ
れぞれの議会で決めていますが、予
算審査の質疑項目数を制限するな
ど聞いたことがありません。

相がＴＰＰへの交渉参加表明とい
う新たな局面を迎えた今、常陸大
宮市議会としてＴＰＰ参加反対の
意見書を提出すべき」とのべました。

ＴＰＰ首席交渉官（当時）
は 〝守秘合意〟 があること
を明らかにしました。
野田首相は交渉参加に
あたって「十分な議論の材
料を提供する」と約束しま
した。しかし、正式に参加
すれば、この合意にしばら
れ、国民には交渉内容が知
らされない危険があります。

携帯用
ホームページ

「明るい東海」、
アンケート特集号より

ＴＰＰ協定で参加国は、
すでに１０回交渉していま
す。ところが肝心の交渉内
容は、ほとんど知らされて
いません。
なぜ、そ うなのか。「交
渉内容は機密扱いで、発効
後も４年間は秘密」│ 昨
年の１１月末、ニュージー
ランドのマーク・シンクレア
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ＴＰＰ参加反対の意見書提出は
賛成少数（
５人）で否決
したので意見書を出す必要がない」
とのべました。
賛成討論は、日本共産党の金子
議員がおこない「第１回定例会議会
で茨城みどり農協から出された陳
情は『国に対して働きかけること』
を陳情していたのに意見書を提出し
なかった。県議会も昨日（２０日）、
ＴＰＰ交渉参加に抗議する意見書

第４回定例議会（１２月議会）
最終日に、ＴＰＰ（環太平洋連携
協定）参加に反対する意見書の議案
員・小橋議員・淀川議員・田沢議員）が
採決されました。
しかし、賛成議員は議案提出・賛
成の議員５人だけで、賛成少数で
否決されてしまいました。大貫議員

を可決した。意見書提出の提案理
由にある『ＴＰＰ参加が農林業、食
の安全、医療、雇用など、くらしの
あらゆる分野に甚大な被害をもた
らす』ことは全くその通り、野田首

（提出者…堀江議員、賛成者…金子議

は退席しました。
意見書提出への反対討論に立った
武石議員（経済建設常任委員長）は
「今年の第１回定例議会で茨城み
どり農協から出された陳情を採択

日本共産党のホームページ
をご覧ください・。
http://www.jcp.or.jp/
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１２月５日に開会した第４回定例
議会（１２月議会）は最終日の１２
月２１日、各常任委員会に付託され
た条例改正、請願・陳情の審査結果
が本会議で報告され 、採決をおこな
い閉会しました。

震災で住宅や塀・墓石などが被
害を受けた方は、確定申告時に雑
損控除をおこなうことで税負担を
軽減できます。雑損控除は所得税
だけでなく、県民税・市民税にも適

１２月１６日に質問

人事院勧告による市職員の給与減
額が盛り込まれた各補正予算に金子
・堀江議員は反対しました。山方中
学校校舎改築工事請負契約の議案
（請負代金は消費税４８２５万円を
含めて１０億１３２５万円）が出さ
れ可決しました。

用されます。
震災被災者支援を分担している
金子卓議員は今議会も、一部損壊
被災住宅の修繕費助成などを一般
質問で取りあげました。
今度の確定申告の時、窓口が混
乱することがないように、申告する
市民のためにも、申告を受ける担当
職員のためにも、スムーズな申告が
できるように『雑損控除』についての
周知徹底と積極的な相談業務をお
こなうよう求めました。
市民部長は相談業務について、
「所得税・住民税の相談は、きのう
から(※一般質問日は１２月１６日)
電話あるいは窓口において相談を
受けています。今回の震災による相
談についても、電話あるいは窓口で

ることを求めたもので、総務常任委員
会に付託され、１２月９日に審査さ
れました。
当日は、提出者の新日本婦人の会
の代表３人が傍聴。市議団を代表し
て堀江議員が傍聴しました。総務常
任委員会の審査の結果は継続して審
査をおこなうことで、結論は出さず、
議会最終日、継続審査の申し出をし
ました。
最終日には、野田首相がＴＰＰへ
の交渉参加表明という新たな局面を
迎え、日本共産党の堀江議員を提出
者として、賛成議員に金子議員、小
橋議員、淀川議員、田沢議員が賛成
者となって議員提出され た「ＴＰＰ
（環太平洋連携協定）参加に反対す
る意見書」の議案が採決されました
が、賛成少数で否決され てしまいま
した。

相

談に応じています」と答えました。

福祉タクシーの利用範囲は、医
療機関に通院するとき、市役所お
よび市内の公の施設を利用すると
き、その他市長が特に認めるときと

原発災害を分担している堀江鶴
治議員は今議会も、通学路などの
放射線量の測定、希望する高齢者
世帯への出張測定、放射能対応の
専門部署の設置、東電への賠償請
求などを質問しました。
食品に含まれる放射能の規制値

規則に明記されています。金子議
員は「公の施設」とは市内２３３の
施設全部なのかと確認の質問をし
ました。
保健福祉部長は、「地方自治法
２４４条の第１項で規定されてい
る地方公共団体が設ける施設」と答
弁しました。
金子議員はさらに、利用範囲を
公の施設を利用するときという規
則に基づくものでなく、利用目的に
よって制限してしまったのは、福祉
タクシー事業実施規則に違反する
のではないかとただしました。
保健福祉部長は、「この規則に定
めるもののほか必要な事項は市長が
別に定めるとの附則の中で検討した
結果です」と答え、市民バス・乗合

基準が問題になっている中、堀江議
員は、学校給食の食材の基準値は
どうなっているのかとただし、食材
の放射能測定をおこなうよう強く
求めました。
教育長は、「１２月１日現在で
○○市町村が実施または検討中と
いう状況です。本市でも、学校給
食の安全・安心をさらに担保するた
めにも実施するよう検討を予定し
ています。教育委員会として厚労
省の暫定基準値をクリアーしたもの
を購入していますが、放射線測定
機器を所有している担当課と連携・
調整をしながら実施に向けて検討
をすすめていきたいと考えています」
と答えました。
厚労省によると、食品に含まれる

タクシー・福祉タクシーのすみ分け
の中で、利用の範囲を見直しました」
と答弁しました。
金子議員は、高齢者の外出機会
の保障を考えれば、今の答弁、今の
運用は本末転倒だとのべ、規則に
反して利用範囲を制限するのは大
問題だと市の姿勢を批判しました。

その他の質問
■
■

放射性セシウムの規制値の見直し
案では、一般食品（野菜類、穀類、
肉・卵・魚など）では現行の暫定基
準値の５分の１の１キログラム当た
り１００ベクレル、「牛乳」は５０ベ
クレル、飲料水は１０ベクレルとし
ており、その規制値にそってしっか
りと測定を実施し、子どもの健康
を守っていくことが求められます。

政府は、国民に対し何ら詳しい
説明をせず、国民的議論もしない
ままにアメリカの言いなりにＴＰＰ

（環太平洋連携協定）に参加の方向

連絡先 ケータイ
金子すぐる議員
０９０-１９９４-７６９６
堀江かくじ議員
０９０-４８２４-０７９７

で外交をすすめています。
堀江議員は一般質問で参加を強
行したならば農産物関税がゼロにな
り、米作をはじめ農業は壊滅的打
撃を受け国民の食料の安定的確保
がむずかしくなる、輸入増加にとも
なう食の安全性に不安がでるなど、
詳しく問題点を指摘し、氏当局の
認識をただしました。
経済建設部長は、「ＴＰＰに対
する懸念は、ご指摘のような問題
があると認識しています。そうした
中で、市の農業を発展させていくた
めには多面的な展開が必要と考え
ています」と答えました。

その他の質問

■
■
■

※ 購読の申込みは、金子・堀江両議員に。

市役所２階、税務徴収課窓口

１２月１６日質問

金子卓議員
今議会に新日本婦人の会常陸大
宮支部から「東海第２原発の廃炉を
求める意見書」採択を求める請願書
が提出（紹介議員は、金子・堀江両
議員）されました。この請願は、東海
第２原発の廃炉を求める意見書を採
択して、茨城県と国に意見書をあげ

堀江鶴治議員
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