「道の駅」は道の駅整備検討委員
会で、道の駅を整備するための考え
方や方向性、導入機能・施設、運営
主体などを検討し、道の駅整備の
骨格となる「基本構想」を来年の１
月までに答申する予定であることが、
日本共産党の金子議員の９月議会
での一般質問でわかりました。

第３回定例議会は

１２月５日に開会します

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

請願・陳情は、１１月２８日
（水）までにお願いします。
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８月１０日、任期が２年となっ
ている議会常任委員会選任の臨時
議会が開かれました。そこで仲田議
長と川上副議長が辞職、投票によ
る選挙となりました。
議長・副議長選挙は仲田議長・川
上副議長の後継として、岡崎議員
を議長候補・木村議員を副議長候
補として進められていましたが、現
議長の一部議員を排除しての議会
運営等に反発する議員が、最終的
に掛札議員を議長候補に擁立、武
石議員を副議長候補として選挙に
のぞみました。
日本共産党の金子・堀江両議員
は掛札議員と「議会の民主的運営」
などについての政策協定を結んで票
を投じました。
投票結果は下記のとおり同数と
なったため、地方自治法および公職
選挙法により『くじ』の結果、岡崎
議員が議長となりましたが、副議
長選挙ともに大波乱の選挙でした。
■議長選挙
岡崎榮一議員
１１ 票
掛札行雄議員
１１ 票
■副議長選挙
武石寿長議員
１１ 票
木村久美子議員
９票
堀江鶴治議員
２票
新しく、金子議員は総務常任委
員会に、堀江議員は再び経済建設
常任委員会に所属しました。

http://www.jcp.or.jp/

「即時原発ゼロ｣｢ 再稼働反対」―。
国会周辺・省庁前では１１月１１
日、首都圏反原発連合(反原連)の
主催で「反原発１００００００人
大占拠」がおこなわれました。雨の
降りしきるなか、のべ１０万人（主
催者発表）が参加。「こんなに大勢
の参加者を見ることができて、高速
バスで参加したかいがあった」（長野
県諏訪市から参加した男性）…。同
日、さらに運動を広げて原発ゼロを
実現しようと、４６都道府県でいっ
せいに行動がありました。
県内でも、水戸市、日立市、ひた
農作物に対するイノシシ・ハクビ
シン等の被害が広がる中、日本共
産党の堀江鶴治議員はこの問題を
調査、常陸大宮市駆除隊長からも
駆除隊の活動・要望等について説明
を受けました。
堀江議員は１０月５日、副市長
に面会し（経済建設部長も同席）、
日本共産党市議団として三次市長
あての「イノシシ等有害鳥獣被害防
除に関する申し入れ書」を手渡し、
実施を強くもとめました。

常陸大宮市議会６月議会に新婦
人の会の方が中心となり１０６６
人の署名を添えて提出された「東海
第２原発の再稼働を認めない陳情」

ちなか市、石岡市、筑西市、東海
村などで多彩な宣伝行動がおこな
われました。関東で唯一原発があ
る東海村では、東海駅東口に村内
外から６０人余が集まり、様々な
プラカードを持ち、チラシの配布や
署名活動、リレートークをおこない
ました。リレートークには金子・堀
江両議員も参加・発言しました。
うの周治４区予定候補も東海行
動に参加。終了後、東京・国会正門
前大集会に参加しました。

東海第２原発の再稼働阻止・廃
炉実現の請願・陳情は、新たに「つ
くばみらい市」「下妻市」「笠間市」

た。

は、９月議会でも結論を出さず、
またも継続審査となってしまいまし
「桜川市」で採択されました。これ
で県内自治体の過半数の２３自治
体となりました。

日本共産党のホームページを
ご覧ください・。

消費税、原発、震災・原発事故からの復興、ＴＰＰ、領土
問題、米軍基地、安保条約…。いつまでも財界とアメリカ
いいなりの国でいいのか ─ こんどの総選挙は、日本の命運
がかかった大事な選挙です。日本共産党は、国民の願いに
こたえる新しい政治をひらくために、「６５０万票、議席倍増」
をめざします。
日本共産党は、
「政治を変えたい」
と願うみなさんと
草の根から力をあ
わせ、あら ゆる問
題での改革のビジョ
ンを提起してがん
ばる「政党ら しい
政党」です。

携帯用
ホームページ

第２４号
日本共産党・常陸大宮市議会報告
２０１２年１１月

原発即時ゼロの実現をと国会正門前に集まった人たち（写真）
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国の安全保障のためにも、農業を守
ること、後継者を育成し、新規就農
者を増やしていくことは、大切な課
題ではないでしょうか。
（経済建設部長答弁） 市独自に新
規就農支援事業に取り組んでいま
す。就農前に農業技術等の取得の
ため、事前研修をおこなうものには
２年を限度として就農研修助成金
を月３万円、研修後就農３年未満
の者には３年を限度として月３万
円を交付する内容の事業です。
（堀江議員） 県では新規就農者を
支援するため、経営開始型と準備
型の２種の年１５０万円を交付す
る新規事業を始めるというが、この
制度に市独自の助成を上乗せする
などの考えはありませんか。
（経済建設部長答弁） 経営開始型
の方は、４５歳未満であることなど
決算認定で日本共産党市議団は、
平成２３年度の一般会計、国民健
康保険特別会計（事業勘定）、戸
別浄化槽整備特別会計、後期高齢
者医療特別会計、上水道事業会計
に反対しました。
請願・陳情では、今議会に提出さ
れた「久慈川河川改修に 関する請
願」（小貫区長ほか区民提出）「教
育予算の拡充を求める請願」（茨城
県教職員 組合員提 出）、「早 期の
学校耐震化および教育復興を求め
る請願」（茨城県教職員組合提出）
は全会 一致 で 採択 され ました が 、
「西方寺遊休地 にお ける住民の 安
全確保に関する陳情」は不採択とな
りました。

（堀江議員） 組合員の農協離れが
進む中、県北の６つの農協が合併
を目指して５月末に県北地区ＪＡ
合併推進協議会を設立し、合併協
議を加速させている問題についての
市の見解をお聞かせください。
（経済建設部長） ６つの農協が合
併しますと組合員７万人を超え、
生産物の有利販売につながる可能
性があります。市としは組合員の
利益につながるよう期待しています。
（堀江議員） 組合員が主体となっ

た合併ではなく、安易に経営者サ
イドで大型合併が進められるなら
様々な弊害も予想されると思われ
るので、慎重に今後も、市と農協の
連携が進むよう対応していくべきで
す。
その他の質問
■放射能から市民生活を守るために
■今後４年間の市政運営
■消費税増税の影響

９月２４日に質問

・栃木・群馬と北関東全域に広がっ
たということです。

が聞かれます。今年３月１１日に
ＮＨＫ教育テレビで放送された放
射性ヨウ素の大気中の動向のシュミ
レーションでは、福島原発から北西
方向のセシウム汚染地帯とは別に、
南方向に放射性ヨウ素汚染地帯が
あり、その地域はいわき市から茨城

（金子議員） 若いお母さん方から
子どもの健康調査の実施を望む声

日本共産党の金子卓議員は９月
２４日、福島原発事故被害対策な
ど、５項目の一般質問をおこないま
した。

金子卓議員

給付の要件を満たすことが必要で
すが、約２０名の方と給付の条項
を満たすかどうか協議中です。

日本共産党の堀江鶴治議員は９
月２１日、農家・農村の問題など４
項目にわたって三次市長に対し一般
質問をおこないました。
（堀江議員） 国民の食糧の確保、

ら「議会活性化特別委員会設置に
関する議決」の議案提案がありまし
た。今回の特 別委員会は「議会基
本条例」の制 定が中心と の 説明が
ありましたが、定数は１２名と全議
員ではありません。このような目的
の特別委員会は全議員が委員とな
り共通の認識の中ですすめるべきで
はないでしょうか。
日本共産党市議団は、「特別委
員会を設置するのは反対ではないが、
全議員が委員とならないのは問題で
ある。議会基本条例の制定が中心
であるならなおさらだ」と のべ議案
の再提出を求めました。この議案に
は日本共産党市議団のほか何人か
の議員が反対しました。

９月２１日質問

第３回定例議会は９月３日から
２６日まで開かれました。今議会は
決算特別委員会を設置して４日間
の審査をおこないました。市議会最
終日に、各常任委員会に付託され
た条例改正案と補正予算案、請願
・陳情の審査結果、また決算特別委
員会に付託された決算認定の審査
結果が本会議で報告され、採決し
閉会しました。
１０６６名の署名を添えて提出
さ れ てい た 「東 海第２ 原発の 再 稼
働を認めない 意見書提出を求める
陳情」は６月議会に続いて今議会で
も 結論を 出さ ずに継続審査に なり
ました。
最終日には、議会運営委員長か

堀江鶴治議員

放射性ヨウ素の汚染の広がりは
国からは発表されておらず、今は
検出もできません。当時、どうであっ
たかわからない中では、健康調査を
してお母さん方の不安に答える必
要があると考えます。
東海村では１歳から中学３年生
までの希望者に超音波による甲状
腺検査をおこなうことを決めました
が、当市も実施に踏み切るべきでは
ないでしょうか。
（保健福祉部長） 県においては必
要ないとの見解を示しています。本
市としては、今後、県や県内自治
体の動向等を注意深く見守ってい
きたいと考えています。
（金子議員） 政府は、福島原発事
故の影響を見極めるために福島県
以外の全国３か所で子どもの甲状
腺超音波検査の実施を決めたと報
道されています。子どもの健康調査

の実施を強く求めます。

（金子議員） 総務部長は６月議会
での堀江議員への答弁で、当市が今
年１月末日までの分として請求し
た中に人件費が「農産物放射能測

■防災行政無線の積極的活用

■生活困窮世帯の把握と対応

■「道の駅」整備事業

■北町・上町の雨水排水対策

その他の質問

（金子議員） 東電には毅然とした
請求をすべきです。

です。

一般財源を使っていないというこ
とですが、今回の原発事故がなけ
れば、市民のための仕事ができたわ
けです。同様に、通常勤務時間内
の原発事故対応業務も当然請求す
べきです。公共団体に対する賠償基
準が示されていないので請求してい
ないとは大変な問題です。福島原
発事故の重大さと東電の責任に対
する市の姿勢が問われる問題です。
（総務部長答弁） 人件費の取り扱
いは、国の原子力損害賠償紛争委
員会でいまだ地方公共団体の損害
賠償基準は示されていません。近
隣自治体でも取り扱いはさまざま

定サンプリング検査対応職員時間
外手当」１人分、５３７０円だけし
か 請求してい ない問題につい て 、
「放射線測定を実施しているが一般
財源を使っていない」「賠償基準が
まだ示されえていない」と述べてい
ます。

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

