を求める請願」を市議会は不採択と

校・中学校の全教室にエアコン設置

会）で継続審査となっていた「小学

昨年の第３回定例議会（９月議

なっています。

で、平均以上の市町は１４市町と

町であり、県内平均は２３．５％

１００％設置しているのは７市

大子町は昨年１２月議会で１億
円余の補正予算を可決、春休みに

してしまいました。
子どもたちのために、職員室や図
小中学校のエアコン設置工事を開始
つくば市は２６年度中に計画。

書室などだけでなく普通教室にエア
んたちの願いに背を向けました。日
取手市は２７年度小学校、その後

します。

本共産党の金子卓議員は、採択す

中学校に設置。水戸市は第６次総

コンを設置してほしいというお母さ

べきとの討論をおこない、ただ一人

校の環境整備、空調設備設置をあ

合計画の重点プロジェクトに小中学

文部省が定めた学校環境衛生基

げ、「小中学校全ての教室への空調

請願に賛成しました。
準では教室等の温度は温度は１０

小・中学校の普通教室へのエアコ

設備の設置を推進します」と明記し

昨年５月の文部省調査で普通教

ン設置は大きな流れとなっています。

℃以上３０℃以下であることが望

室の冷房設備設置率ゼロの市町村

請願を不採択とした議会に批判の

ました。

は県内では常陸大宮市など１２市

声があがっています。

ましいとあります。

町だけです。

事対軍事」の悪循環におちいるだけで
す。
日本共産党は、東南アジアで実現し
ている ”紛争を話し合いで解決する枠
組み “ を北東アジアにも拡大する「北
東アジア平和協力構想」を提唱してい
ます。

北東アジア平和協力構想
①北東アジア規模の「友好協力条
約」 を締結する 、 ②北 朝鮮問題 を

衆 院 比 例 代表 北 関 東 ブ ロ ッ ク
で当選した塩川衆院議員（中央
左）と梅村衆院議員（中央右）、
紙参院議員（左端）、大門参院
議員（右端）

結ぶ、④日本の侵略戦争と植民地支

争をエスカレートさせない行動規範を

せる、③領土問題の外交的解決。紛

地域の平和・安定の枠組みに発展さ

こと等の「米価暴落に対する申入れ

需給調整に乗り出すことを求める

に過剰米の市場隔離をはじめコメの

算と施策に対する要望書」と、政府

１４４項目の「２０１５年度市予

金子議員は、昨年１２月１７日に

日本共産党常陸大宮市委員会と

共産党 検索

書」を市長あてに提出しました。

「６ヵ国協議」で解決。その枠組みを

日本共産党のホームページ
をご覧ください

配への反省は不可欠の土台

昨年の総選挙で日本共産党は、比
例代表で６０６万票を得票し２０議
席を獲得、沖縄１区で赤嶺候補の勝
利をかちとり、改選８議席の２倍を
上回る２１議席に躍進しました。そ
して衆議院で議案提案権を持つこと
になりました。
北関東ブロックでは１４年ぶりに
２議席を回復しました。
日本共産党は、安倍政権の暴走政
治と正面から対決し、暮らしや雇用、
平和を守るために、発言力を増した
国会で全力で頑張ります。
総選挙と同日でおこなわれた県議
選で、日本共産党は１６年ぶりに３
議席を獲得しました。
引き続きましてのご支援、ご協力
をよろしくお願いします。
■常陸大宮市の選挙結果

比例代表
１９２７票
４区・堀江かくじ
１８３３票
御前山
１区・大内くみ子 地域
１９９票

第１回定例議会は
２月２６日（木）開会です

請願・陳情は２月１９日までに。

金子 卓（常陸大宮市岩崎２７２-４）
D ０２９５（５２）２４２２

「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回」
と「秘密保護法廃止」の意見書提出を求め
る請願・陳情も不採択
昨年の９月議会で継続審査となっ
ていた「 秘密保護法廃止の 意見書
提出を求める陳情」 と１２月議会
に提出された「集団的自衛権行使
容認の閣議決定撤回の意見書提出
を求める請願はいずれも不採択と
されてしまいました。
日本共産党の金子議員は、採択
すべきと請願・陳情に賛成しました。

アフガン・イラク戦
争のような海外 の戦
争で、自衛隊が米軍
と肩 をならべ て 戦 争
をおこなう │これが、
安倍政権が「閣議決
定」した集団的自衛
権の正体です。
北東アジアには緊
張や紛争の火種があ
り ますが、 そ れに軍
事 で構 え たら 、 「軍

発行／日本共産党常陸大宮市議
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市のホームページで
一般質問の録画が
見られます
ようとすると財政が破綻する恐れ

現在ある公共施設をすべて更新し
資産台帳」を業者委託で整備。平

作成し、来年度予算を取り「固定

中に「公共施設白書」として自前で

ということでした。しかし、１１月

５９４１万４０００円となります」

託費が増額となることから１６億

地域農業振興策を支援していきた

があり、財政の ために更新を先送

係る経費を合わせた総事業費は１

い、県内外から２０名の応募があ

いと考えています。

２７日の議員協議会での説明では、

方の「公共施設等総合管理計画」を

８億３０９５万１０００円と、億

りました。第一次試験では論文や

成２８年度に公共施設の更新、統

共施設を廃止すると、住民が享受
策定します。計画策定後、速やか

単位で増えています。「道の駅」が

書類審査、二次試験では個人面接

りすると、使用する住民の 安全が

しているサービス水準やコミュニティ
に個別施設管理計画の策定に進ん

過大設計にならないよう望んでいる

を実施しています。

概算工事費とその他道の駅整備に

形成の低下まねいてしまうと言われ
でいきます。

市民にとって、このように総事業費

廃合・長寿命化等の基本的な考え

ています。
金子議員 大事な問題なので、議

がはっきりしないのは問題です。

おびやかされ、また、老朽化した公

本市のように、人口が減少して
会にきちんと説明するよう要請し

設の更新需要がひっ迫することが見

加等を背景に大量建設した公共施

説明が議会にされていません。

問の中で答えるだけで、まとまった

金子議員 第３回定例議会でも

クに向けていろいろ高騰しているの

できない理由ですが、東京オリンピッ

市長 明確な数字を答えることの

要があります。

費がいくらになるのか明確にする必

になったのですが、完成時の総事業

りでの総事業費ですので、このよう

いづれも、現時点でということわ

ます。

予定時期を勘案しながら進めてい

員会で十分調整し、本年度の採用

スケジュールについても、試験委

ました。

判断するための審査基準を作成し

としての職務遂行に必要な能力を

経営能力・協調性・仕事観など駅長

おいて協議・検討し、経験・実績・

十分考慮していきたいと考えていま

ての職務遂行に必要な能力として

に対する考え方なども、駅長とし

施設などの運営を含めた地域農業

このため、道の駅の農産物直売

選考したいと思います。

て道の駅全体の運営を担う人材を

駅長には、地域振興への熱意をもっ

いる合併自治体では大変大きな問
ます。

金子議員 総務省は総務大臣通
込まれる中、公共施設管理等の適

同様の質問をしました。その時の答

で、これから入札がどのような結果

総務部長 高度成長期に人口増

知で、各地方公共団体に対し、公
正化への取り組みが必要となってい

弁は「現時点の道の駅整備にかかる

食センターの調理業務委託料の債
務負担行為を含む一般会計補正予
算に反対しました。
９月議会で継続審査になっていた
１，７９６人の署名を添えて提出
された（後日１ ２８ 人分を追加 ）
「小学校・中学校の全教室にエアコ
ン設置を求める請願」、今議会に提
出された「集団的自衛権行使容認
の閣議決定の撤回」の意見書提出
を求める内容の４６３人の署名を
添えた美和・緒川平和の会と新日本
婦人の会からの団体請願は 、日本
共産党の金子卓議員のみの賛成少
数で不採択とされてしまいました。

今の経済状況がそういう状況です

を超えないようにやっていますが、

せない状況です。箱物も２０億円

地域農業の振興策を具体的にお聞

明記されています。これを保証する

地域の野菜などを基本とします」と

産物については、地元産および隣接

防止対策や被害防止対策事業補助

向き、イノシシ・ハクビシンの被害

金子議員 担当職員が集落に出

うか。また、補助金の 交付対象に

ので、やむを得ないのかなと思って

合わせて、駅長の選考基準の中

箱わなの資材を加えること、わな猟

金の説明会を実施してはどうでしょ

に、地域農業に対する考え方も入

の 免許が容易に取得できるように

かせください。

れられているかお聞かせください。

免許取得の講習会を市内でできる
金子議員 「道の駅」駅長の選考

ど、さまざまな検討や研修会・講習

向上や農作物の作付、出荷計画な

望していきます。また、狩猟免許取

会を市内で実施できるよう県に要

経済建設部長 狩猟免許の講習

ようにしてはどうでしょうか。
基準、また最終選考までのスケジュー

会等を実施、地元農産物の道の駅

ます。

会の開催等についても検討していき

ルの実際はどうなっているのでしょ

さらに、農業改良普及センター

得の助成、住民向け被害防止講習
経済建設部長 １０月１０日か

およびＪＡ常陸などと連携して、

への出荷を推進していきます。
ら１１月１０日まで募集をおこな

うか。

出荷研究会を中心に、農業技術の

経済建設部長 設立した農産物

います。

す。

共施設等総合管理計画の策定を要
ます。このような状況から、本市が

請しました。

金子議員 道の駅基本計画に「農

この公共施設の管理の問題は、

総選挙が公示された翌日の１２
月３日に開会された第４回定例議
会（１２月議会）は 最終日の１７
日、各常任委員会に付託された条
例改正案と補正予算案、請願の審
査結果が本会議で報告され、採決
し閉会しました。
日本共産党の金子議員は、審議
された議案のうち、美和学校 給食
センターを廃止する内容の「学校給
食センター設管条例の一部改正」に
反対、文化センターを引き続き指
定管理させる内容の「指定管理者の
指定について」文化・教育施設は直
営で運営すべきと反対、大宮学校給

鷹巣区長ほか４６人から提出さ
れた「市道６８０９号線道路改良
に関する請願」は総務常任委員会で
結論を出さずに継続審査となりまし
た。
また、最終日に公共施設等の総
合的かつ計画的な管理及び整備な
どをはじめとした行財政について調
査・研究をおこなうための「行財政
改革調査特別委員会」（議長を除
く全議員で構成）が設置され、委員
長に川上議員が選出されました。

になるか心配で具体的な数字が出

選考基準は、職員試験委員会に

題であるにもかかわらず、一般質

連絡先 ケータイ
金子すぐる議員
０９０-１９９４-７６９６

総事業費ですが、井戸試掘調査委

１２月１２日に質問

保有する公共施設の実態を今年度

金子卓議員

