「雇用・くらしを守る対

策センター」を設置した金
子・堀江両議員は２月９日、
「雇用・くらし・経営を守
る」緊急申入書を三次市長
に手渡しました。
「派遣切り」「期間工切

り」で仕事も住まいも奪わ
れ、路頭に迷う失業者の急

労働を拡大してきた政府の
責任を浮き彫りにしていま

策として「市有地の管理作
業等で臨時職員を３月から
採用する準備をすすめてい
る」と述べ、市役所の緊急

す。また、中小零細事業所
や地域経済に深刻な影響を

相談窓口の看板を閉庁後も

見える場所に移動しました。

与えています。
これ以上の雇用破壊を食

い止めるために政治が今、
知恵と力をつくすべきです。
同時に、常陸大宮市として
も、働く人たちの雇用・く
らし・経営を守るための緊
急対策を実施してほしいと
下記の事項について申し入

増は、大きな社会問題です。
これまでの不況期とも比
れたものです。

討しながら、デマンド交通

申入れ事項

や派遣切りの実態を 調査す

１、 市内の事業所に 対し 、 雇用
ること。

改善すること。
６、 解雇された生活困窮者に対
し、 国民健康保険の実効ある

の緊急臨時職員として 採用

減免制度を確立すること。
７、 解雇された生活困窮者を市

すること。 小規模事業者登録

め市発注は市内業者優先と

ること 。 また 、 上記実施に つ
いて は市民に わか るよう周
知をすること 。

閉庁時でもわかるようにし 、
各総合支所玄関にも表示す

制度を導入すること。
９ 、 市の緊急相談窓口の標示を

８、 市内事業者の経営を守るた

すること。

急避難所を 確保し 、 自立を

２ 、 市内の事業者に 対し 、 雇用
を守るよう要請すること。
３ 、 解雇と同時に住むところを
失った生活困窮者のための緊

支援すること。
４ 、 生活保護の申請に対し 、 迅
速に対応し、 生活支援に全力

金制度を利用で きるように

をあげること。
５、 解雇された生活困窮者が社
会福祉協議会の生活福祉資

多彩な情報をお届けし
ます。

システムを導入する方向で、

より利便性の高い市内循環
交通システムをいち早く導

入したいと考えています」
と答えました。

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

較にならない急速な雇用破

三次市長は、緊急雇用対

一般的に地域住民にとって

行きたいとき、行きたいと
ころへ戸口から戸口へ移動

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

壊は、財界いいなりに派遣

１２月議会 一般質問

日本共産党市議団は１２

月議会の一般質問で、デマ
ンド型交通システム導入に

市は２月１２日に 新年度予算
案を内示。その中で、多くの市民の
要望で ある「デマ ンド型乗合タク
シー」は、デマンド交通システム構
築事 業費と し て １６７６ 万７千
円を計上し御前山地区にモデル的
に導入するとの説明がありました。

３月２日から
第１回定例議会

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

できるきめ細かいサービス
が受けられることが言われ

ています。また、導入によっ
て地域内の人や物の移動が

活発化することで地域が活
性化する副次的な波及効果
も発生すると言われていま
す。中心市街地のにぎわい
の創造、商店街の住民の誘
客、高齢者の外出機会の増

第１回定例議会は３月２日
から２４日まで開催されます。
傍聴をお待ちしています。

２００９年２月 第９号 発行／日本共産党常陸大宮市議団

携帯用ホームページ

検索

日本共産党

いるという
実態があります。日本共産党の志位和夫委員
長は2月4日、衆院予算委員会で、違法の具体
的事実を示して是正を迫り、舛添要一厚生労働
大臣がこれを認める重要な答弁をしました。

ついて取りあげ質問しまし
た。

堀江鶴治議員は、「茨城

交通の民事再生法の申請と
住民の足の確保の問題」に
ついて質問。この中で、デ
マンド型交通システム導入
の進捗状況を聞きました。

金子卓議員は、デマンド

加による健康の促進などで

型交通システム導入の効果
について質問しました。

す。今後、市内循環交通シ
ステム検討委員会の中で検

三次市長は、「デマンド
交通システムの優位性は、

いま「派遣切り」の被害にあってい
る労働者の大部分は、違法状態のも
とで働かされたあげくに解雇されて

第 ９ 号
日本共産党・常陸大宮市議会報告
２００９年２月

金子卓・堀江鶴治 両議員が、「雇用・くらしを守る対策センター」を設置
 自宅の連絡先は下記。 携帯電話は ◇〔金子〕 090 1994 7696 ◇〔堀江〕 090 4824 0797

気軽に電話ください。お困りの人に紹介してください。
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日本共産党の堀江鶴治議
員は、１２月議会の一般質問
で農業振興に 関して次のよう
に質問しました。

農業振興に循環型ま
ちづくりを ━ 紫波町
を視察しての感想
〔堀江議員〕 １１月１１日
に経済建設常任委員会は、

のバイオマスタウン構想に
ついての感想を伺います。
〔経済部長〕 この町では、

１００年後を視野に入れた
新世紀未来宣言の中で、資
源循環型のまちづくりをは
じめ、４つのまちづくりを

ただいま議員の指摘のあっ
たようなことを取り入れて、

約３ヶ月かけて堆肥化し、
年間１１００トンを製造し

学校給食に米飯給食の
拡大を

バイオマスタウン構想を練っ
ていく考えです。

て町内の農家に販売し、ほ

ぼ完売とのことでした。化
学肥料を減らすエコ農業に
は、最適の取り組みである

と感じました。

〔堀江議員〕

米の消費拡大

〔堀江議員〕 このような取り

組みを当市と比較すると、

農政を担当する者としては、

うという方針とのことです。

ろは週４回をめざしてもら

平成１９年で週３回のとこ

〔経済部長〕 文科省では、

えですか。

という点で具

体的にどうすすめていく考

当市は大きな遅れがありま

す。紫波町では、町民・事

業者・行政の役割分担を明

確にし、一体となって循環

型社会づくりに長期展望を

もって取り組んでいます。

このような取り組みを学び、

どう当市が取り組んでいく

その中で、特に印象に残っ

めざし取り組んでいます。
たのは、有機資源１００％

十分に関機関と協議して、

米飯給食を含めた米の消費
拡大をはかっていく考えで

共産党の 金子・堀江両議員

は １２月２２日、国民健康保

険料（税）の 滞納によって保険

証が取りあげられた世帯のう

ち、中学 生 以下 の 子ど もを救

済するための改正国保法が参

議院で可決・成立したことを受

け、法施行の 来年 ４月１日を

待たずに、年末・年始を迎える

前に早急に交付するよう、市長

に申し入れました。

帯

下が２４％、所得がない世

帯の内、所得１００万円以

その要件に８項目を挙げて

います。それは水害などの

自然災害、失業、倒産、病

気などによる生活困窮、ま

なった場合を挙げています。

たは生活保護以下の収入に

当市としても、このように

減免基準を明確にし、積極

的に活用し、生活困窮者の

命と暮らしを守っていくべ

〔経済部長〕 当市としても、

のかが大事です。今後の市
の対応策を伺います。

循環活用をめざした生ゴミ、

もみ殻、家畜排泄物などを
合わせた堆肥づくりです。

岩手県紫波町の行政視察を

おこないましたが、この町

らかになりました。いづれ

帯が２３％であることが明

ない実態を示している数字

税条例第２６条に規定する

況のなかで、国民健康保険

国民健康保険税の減免制度

を適用した事例を具体的に

〔市民部長〕この減免制度

お聞かせください。

ん。

を適用した事例はありませ

〔金子議員〕水戸市には要

項があり、国保税の納付が

困難である場合は減免され、

いと考えるものです。

と自体、矛盾することはな

一律に減免しないというこ

一定の基準をつくることと、

免するわけでありますから、

と認められた者に対して減

税条例で市長が必要がある

〔金子議員〕減免は、国保

す。

でない旨の判断をしていま

免基準を設けることは適当

金額等について画一的な減

〔市民部長〕納税者の所得

きと考えるものですがいか

がでしょうか。

極的活用
〔金子議員〕当市でも、９
月議会の決算審査で滞納世

も、資格証明書発行世帯、

滞納世帯の収入が非常に少

８号線の拡幅工事延長に関

する請願（上大賀区長ほか

す。

※電話申込みは、金子・堀江両議員まで

と考えます。このような状

階と第３期よりさらに４段
階増やしました。

第４回定例議会（１２月

議会）で、４月からの介護

日本共産党が発行する

確定地に関する補助金交付

１１１人）▼泉地内筆界未

日本共産党の金子卓議員は、
１２月議会の一般質問で国民

の陳情（泉区長ほか８人）

▼携帯電話不通話地域の解

健康保険税の減額・免除制度
ほか６５人）

今議会の傍聴(本会議のみ)
は報道関係者を含めて１２

月２日の議会初日が１人、

４日が１人、一般質問の日
は１１日が２４人、同１２

日が２４人と多く、最終日

の１８日は１人でした。

国 保 税 の減 免 基 準 の
明確化、減免制度の積

ついて次のように質問しました。

消に関する請願（照山区長

今議会に提出された請願

陳情はすべて採択となりま
した。▼鷲子西目・仲島線

２３年）の引き下げ議案は

保険料（第４期、Ｈ２１～
市長提案どおり全会一致で

内・塙堂平坂線道路改良に

の整備に関する請願（鷲子

区長ほか２０人）▼門井地

議決されました。これは第
４段階の基準月額で３０円

引き下げて３５７０円にす

関する請願（石崎氏ほか１

本部）▼６６２８・６６３

採択の請願（国労水戸地方

の早期解決に向けた意見書

８５人）▼ＪＲ不採用事件

８人）▼金井地区水路整備

るものです。支払準備基金

に関する請願（長山氏ほか

しておこないます。

１億８０００万円（年度末

の見込額）の一部を取り崩

また、所得者の少ない方

の保険料軽減のために国の
基準の６段階を実質１１段

金子卓議員

堀江鶴治議員

