大型開発バラマキは経済成長につな
がらず残ったのは借金の山…失敗
ずみの政策をくり返して大増税。こ
れでは事態をさらに悪化させます。

大企業の内部留保２６０兆円の
１％を自社の社員のために使うだ
けで１万円の賃上げが７～８割の
企業で可能。
当市では若林霊園、石沢霊園、
小貫霊園に１０５２区画が整備さ
れていますが、近年の墓地需要の増
加から、現在は新たに使用できる
墓地はありません。
今度、候補地として上村田の大
宮農村改善センター北側（元養鶏
場跡地）の山林１万９６１９㎡が
決定し、１月１７日の臨時議会で
２８４４万７５５０円で購入する
ことを議決しました。
新設される公営墓地整備の概要
（案）は、墓地数が５００区画以上、
墓地規格は４㎡から１０㎡の間で
完成は平成２６年度です。

携帯用
ホームページ

日本共産党のホームページを
ご覧ください・。

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

ての１４５項目の「２０１３年度
予算と施策に対する要望書」を提出
しました。

主催
日本共産党茨城県委員会

紙 智子

日本共産党茨城県委員会は１月
１８日、記者会見し、参院茨城選
挙区（定数２）に小林きょう子氏
＝新＝を擁立して
たたか うと 発表し
ました。

駿優教育会館（水戸市三の丸）

第１回定例議会は

新春
２月１７日（日） 午後２時開会

(62)

請願・陳情は、２月１９日（火）
までにお願いします。

２月２６日に開会します

小林きょうこ

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

「賃上げでデ
フレ不況を脱
却する春闘
に しよ う」 と
訴える、全労
連・国民春闘
共闘の経団
連包囲行動。
＝１月２２日、
東京・丸の内

日本共産党の金子・堀江両議員
は１２月２７日、市長と教育長あ

参院茨城選挙区予定候補
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自公民３党は、「３党合意」を結
び、大増税と社会保障の改悪を共
同ですすめようとしています。日本
共産党は、多数の国民の声を代弁
し、安倍政権と「増税連合」に正面
から対決していきます。
デフレ不況の最大の原因は働く
人の所得が減り続けていることです。
そのときにに消費税税率が１０％
になればサラリーマン家庭１か月分
の給料（３１万１千円）が消費税に
消え、消費の縮小で地域経済にも
企業経営にも大打撃です。家計消
費と内需を直撃する大増税は、デ
フレ不況化で論外。財政もこわしま
す。

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」

労働者派遣法の改正で正規雇用
を原則にし、均等待遇のルールをつ
くる。中小企業には国が手当てしな
がら最低賃金を時給１０００円以
上に。買いたたきをやめさせ、大企
業と中小企業の公正な取引ルール
を。

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「境
町」で採択されました。これで県内

は、１２月議会でも結論を出さず
に継続審査となりました。

安倍内閣の経済政策は、デフレ
不況脱出にはなんの効果もなかった
ものばかりです。
内需が冷え込んでいるときに日
銀が資金をいくら供給しても、企
業の投資にはまわせません。ムダな

自治体の過半数を超え、２４自治
体となりました（１２月２０日現在）。

紙 智子

参院議員

士

弁
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会保障制度を破壊するとんでもな
い悪法であると思います。
（市長） この法は民主・自民・公明
の３党合意によって成立。社会保障
制度改革国民会議を設置し、そこ
での議論を基に、社会保障制度の
改革をおこなうのが主要なねらいと
理解しています。

生活保護費な ど社会保障
費を削ろうとしている
（堀江議員） 社会保障制度改革推
進法では、社会保障に対する徹底
した公費、国庫負担金や自治体単
独事業や国保への地方財政の繰入
進め、国民生活のために使うお金を
削ろうとしていることです。喫緊の
改悪で生活保護の給付水準を引き
下げについて国の平成２５年度予
算編成の中でも、出てきています。

など、地方自治体への負担の削減を

日本共産党の堀江鶴治議員は、
社会保障制度改革推進法の問題な
ど４項目の一般質問をおこないま
した。
（堀江議員） ８月１０日に成立し
た社会保障制度改革推進法は、社

１２月１８日質問

円が計上されました。それぞれ工事
は２６～２７年度の２か年計画で
おこなわれます。
また、公営墓地特別会計で 、新
設霊園造成工事設計委託料・土地
購入費など新設公営墓地整備費と
して４７４９万３０００円が計上
されました。
２人の教育委員会委員（５人で
構成）の任期満了により、菊池泰弘
氏（昭和１８ 年生、照田）と 星野
幸子氏（昭和３８年生、鷹 巣）が
提案され同意されました。
今議会には提出された請願・陳情
は、総務常任委員会に付託された
「安全・安心社会を実現するため公

（市長） 生活保護費等社会保障
費等の公費の削減も検討されると
思われます。

税・社会保障費は一人一人
の応能負担に応じて
（堀江議員） 社会保障費の財源の
集め方は、税であれ、社会保障費
であれ、一人一人の能力に応じた
負担、応能負担を原則にしなけれ
ばなりません。最低生活費からは
税金を取らないという生計費非課
税の原則が徹底されるべきです。
（保健福祉部長） 原則的にはそれ
ぞれの所得・収入に応じて負担をし
ていただくのが原則ですし、そのよ
うに負担を求めていると思います。

憲法の規定 を棚 上げ にす
る推進法ではないのか
（堀江議員） 社会保障制度改革推

務・公共サービスの体制・機能の充
実を求める陳情書」（全労働省 労
働組合茨城支部常陸大宮職安分会
提出）１件だけでした。総務常任委
員の金子議員は、採択を主張しま
した が、不採択、継続 審査等の 意
見をのべる委員もあり、多数決で継
続審査になりました。
今議会の一般質問は８人がおこ
ない ましたが、大宮地域以外議員
の質問は毎回おこなっている日本共
産党の堀江鶴治議員のほかは１人
だけでした。

進法では、年金・医療・介護などの
運営は保険料を基本とし、不足す
る部分を公費で負担するという憲
法２５条を棚上げにする内容であ
り、このような推進法は実施させな
いことが大事であると思います。
（市長） 推進法の条文からは、指
摘の保険料の範囲内で給付をおこ
なうというように読み取れません。
いずれにしても国民会議での本格
的な議論を注視したいと思います。
その他の質問
■中学校の統合問題（議会広報をご
覧ください）
■烏山御前山線、彦沢線の道路整備
■シイタケ農家支援、原発からの撤退

内公共交通の問題など５項目の一
般質問をおこないました。
（金子議員） 議会総務常任委員会
は、乗合タクシーを中心とした運
行をしている長野県安曇野市の「新
・公共交通システム」を視察しまし
た。
いまだ不十分さが指摘されてい

日本共産党の金子卓議員は、市

１２月１８日に質問

堀江鶴治議員
第４回定例議会は１２月５日か
ら２０日まで開かれました。
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９月議会に続いて今議会で
も 結論を 出さ ずに、また 継続審査
となりました。
今議会には地域主権改革関連の
法律改正等により、条例の新規制
定 ・一 部改正な ど 多く の議 案が 提
案されました。
一般会計の補正予算で、緒川中
学校耐震改修工事設計委託料３２
５５万円、大宮中学校耐震改修工
事設計委託料３３２９万６０００

金子卓議員
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る当市の公共交通を考える上で必
要なのは利用者の実情です。市民
バス、民間路線バスのコースごと、
時間帯ごとの利用者の実人数はど
うなのでしょうか。
（政策審議監） 現在、市民バスの
各コース停留所ごとの乗降者数を
調査しています。路線バスの利用者
数は調査していません。
（金子議員） 市民バスと路線バス
は競合しているコースがありますし、
乗合タクシーとはすべてのコースが
競合しています。山方・美和・緒川

などでは病院等へのバスが以前から
定着していますので、これらも含め
て利用者の実情をしっかりと把握し、
当市の公共交通計画は見直すべき
と考えます。
（政策審議監） （市民バスの）有料
化の問題、民間路線バス等の問題
もあるので、全体的な見直しをする

には現時点でいつとは言えないが、
できるだけ近いうちに計画を見直し
て、持続可能な市の公共交通を確
立していきたいと考えています。
（市長） 私もこの公共交通は最初
から思い入れが強いので、一生懸命
努力させてもらうことを金子議員
の質問に対する現時点での答弁と
します。
（金子議員） 私は安曇野市の新・

■公民館分館の活動費・事業費、配置

■国民健康保険の広域化と国保税

■要介護者・生活保護者の原因疾患

覧ください）

■「道の駅」整備事業（議会広報をご

その他の質問

続可能ということではなく、持続・
維持する必要があります。

安曇野市では５地域を各２台の
１０台で運行し、４台はそれぞれ
のサポートとして活用しています。
それで年間９万人の利用者です。
当市においても、現在のコンピュー
ターのシステムでは１０台まで制御
可能と聞いています。緒川と美和
を一緒にして４地域を各２台の８
台で運行し、２台はそれぞれのサポー
トとして活用することで利用者の需
要に十分応えられると考えます。
もちろん料金を見直す（現在の乗
合タクシー３００円を低く）ことも
必要です。市内公共交通は、過疎
化と高齢化の進む当市にとって、持

公共交通システムを視察してデマン
ド型交通システム「乗合タクシー」
の大きな可能性を再認識しました。
当市の連携計画の柱である「市民
バスを主とし、乗合タクシーを従と
した市内公共交通」そのものを抜本
的に見直すべきと考えます。

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

