「戦争立法」など安倍政権による

科書の市単独採択化を求める「教

来年度から使用される中学校教

採択の形骸化とした陳情を採択し、

教科書） が採択されないことを共同

をつくる会が採択させようとしている

堀江鶴治委員長と金子卓議員は４

日本共産党常陸大宮市委員会の

から批判の声があがっています。

陸大宮市議会の特異な姿勢に市民

に問題を生じると全会一致で不採

１４年７月１日）を具体化するた
憲法を無視・破壊する「暴走」に共

科書採択の改善を求める 陳情」が

市単独採択を求める議会決議をお

月７日、上久保教育長に面会して

安倍政権は、集団的自衛権行使

めの法案を国会に提出しようとし
同の力で立ち向かおうと、憲法記

３月議会に提出され、日本共産党

こなったことは大きな問題です。同

択にしました。陳情を採択し た常

ています。
念日の３日、横浜市の臨港パーク

の金子卓議員の反対のみで採択さ

容認を柱とした「閣議決定」（２０

その中身は、①米国が世界の ど
で「平和といのちと人権を！５・３

米ホワイトハウスで会談しました。

その際、発表された「日米共同ビジョン声明」

には「不動の同盟国」「強固な同盟」「揺らぐこと

立法」の法案化、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の

早期妥結を問答無用で推し進めようとする、許

し難い強権姿勢でした。

(「しんぶん赤旗」４月３０日付)

（写真）野外の会場を埋め尽くして開かれた、戦後７０年
の憲法集会＝３日、横浜市西区・臨港パーク

平成２７～２９年度の３ヵ年の
介護保険料が２７・７％も大幅に
引き上げられました。

と

請をしないように要請しました。

今年は来年から４年間使われる

中学校教科書の採択がおこなわれ

ます。「つくる会」系の歴史・公民

教科書は、自由社 ・育鵬社ともに、

と条例改定に反対しました。

常陸大宮市の引き上げ額は県内

侵略戦争を美化し ”
日本は正しい

請願・陳情は６月４日までに。

第２回定例議会は
６月１１日（木）開会です

へ誘導しています。

する一方、現行憲法を敵視し、改憲

戦前の大日本帝国憲法は高く評価

で一番大きく、その 結果、基準額

円）と県内４番目に

戦争をおこなった とする認識を子
“
どもたちに持ち込むものです。また、

年１月末現在で５０億円余も積み

高い介護保険料とな

は５８１０円（県平均は５２０４
立てられている財政調整基金の一

内の大部分の市町村が撤廃してい

ります。

常陸大宮市も今年１０月から外

る「所得制限」を当市もなくすよう

部を使って、引き上げを抑えるべき」

日本共産党の金子卓議員は「今

書」を手渡し、市単独採択化の 申

こであっても戦争をはじめたら、自

安倍晋三首相とオバマ米大統領は４月２８日、

は、「市単独採択」は市の教育行政

「中学校教科書採択に関する要請

「海外で戦争する国」誓約

特定の教科書 （新しい歴史教科書

様の陳情が出された笠間市議会で

強い日差しが照りつけるなか、ス

れてしまいました。

事支援をする、②日本に対する武
テージ裏も含めて会場からあふれ

憲法集会」が開催されました。

力攻撃がなく ても、ときの 政権の

る３万人以上（主催者発表）が参加

衛隊が「戦闘地域」にまで行って軍

判断で集団的自衛権を発動し、米

し、「憲法守ろう」との 思いを一つ

対世論を切り捨て、沖縄の米軍新基地建設や

国の先制攻撃の戦争にも参戦する、

談で実際に示されたのは、日本国民多数の反

にアピールしました。

のない同盟」などという言葉が並びましたが、会

というものです。

日米首脳会談

（「しんぶん赤旗」５月４日付）

新ガイドライン（日米軍事協力の指針）・「戦争

これは、米国の あらゆ る戦争に
自衛隊を参戦させ、日本を「海外で
戦争する国」にする「戦争立法」に
ほかなりません。
私たちは、この憲法９条をこわす
違憲立法につよく反対します。

来医療費も中学校卒業まで助成す

強く求めました。
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ることになりました。日立市ととも

共産党 検索

新年度に有害鳥獣を近づけな

いための 被害防止講演会を実施

する予定です。侵入させないため

の電気牧柵等の設置補助の予算

を５０万円増やし、新規事業と

して「わな猟」の免許取得費の助

成金を導入する計画です。

（金子議員の一般質問への答弁）

金子 卓（常陸大宮市岩崎２７２-４）
D ０２９５（５２）２４２２

に実施時期は県内最後です。
地方で人口増加をめざすために
は子育て支援策が重要です。金子
議員は一般質問の中で、すでに県
日本共産党のホーム ペ ー
ジをご覧ください

憲法９条を守り抜き、
９条を生かした平和
日本を築きましょう

民意無視 「不動の同盟」
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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

３月１７日に質問

育環境の整備に専念していただき

長は教育内容には立ち入らず、教

発自治体アンケート」への当市の回

共同通信社が昨年おこなった「原

は東海第二原発です。

と考えます。本市が関係する原発

廃炉という選択はないのではないか

には立ち入らず、教育環境の整備

同法は、住民代表による教育委
たいと思います。答弁を求めます。

答内容について質問しました。

金子議員 田村武夫茨城大学名

金子議員 米価の 大暴落、米の

質問で今後の市長の対応を質問し

員会が首長から独立して教育行政
三次市長 今回新たに市の教育

金子議員 設問２で同原発（川内

誉教授が代表をつとめる「東海第二

直接払交付金の半減などにより当

度を定める法律（改正地方教育行

を進める制度をくつがえし、文部科
に関する大綱を首長が策定するこ

原発）が国の審査に合格した場合の

原発の再稼動を阻止し廃炉を求め

市の基幹産業である稲作農家は大

に専念するよう再度要請しました。

学省や首長の教育への政治介入に
とになります。広い意味では市の行

再稼働の是非については、「容認す

る 県民センター」は今年２月１３

変な状況です。稲敷市は、１０ａ

ました。

道を開くものです。自治体の教育
政と市の教育行政の連携が強化さ

る」の回答はなく、「条件付きで容

日、橋本知事に廃炉を求める署名、

あたり５０００円の補助を打ち出

政法）が自民党・公明党などの賛成

政策のおおもとになる「大綱」を定
れることになると認識しています。

認」が４自治体、「容認しない」が２

第８次３９６２人分を提出、合計

しました。

金子議員 常陸大宮市においては、

める権限を首長に与え、教育委員

市長としては、執行機関である

自治体、「判断できない」が８自治

で３０万８０２５人分となりまし

で成立しました。日本共産党・民主

会はその「大綱」に則して教育行政

教育委員会の執行権限に直接関与

体と茨城新聞は書いていますが、当

た。

教育委員会の自主性を尊重し、市

をおこなわなければならない仕組み

するものではないと考えています。

市はどのように答えたのでしょうか。

東海第二原発は、３０キロ圏内

党などは反対しました。

教育委員会の政治的中立性がお

金子議員は、「ただ今答弁があり

また、設問１３の「運転開始から

に全国一の１００万人近くが住ん

経済建設部長 市の単独事業と

国が責任を持ち、推進するならば

びやかされることに、教育や教育

ましたが、私たちの考えは先ほどの

４０年が経過し、老朽化した原発

でおり、実効ある避難計画など不

して米生産者に対し経営の安定を

日本共産党の金子卓議員は一般

にしました。

行政の現場から多くの危惧の声が

とおりです」と述べ、市長は教育委

は、原子力規制委員会の厳しい審

可能と考えます。運転開始３７年

はかるため米の生産数量目標を達

して稲作農家を守るための独自施

策が必要と考えます。

家へ数量調整対策補助金を交付し

答弁のあったアンケートの回答、

金や米生産数量目標を達成した農

して、米価等が下落した際の補填

ています。また、農家への支援策と
市民部長 設問２は「条件付きで

また、ただ今の 答弁に多くの 市民

家等に対する交付金が国から直接

廃炉にすることを望んでいます。
容認する」と回答。設問１３は「ど

は納得できないと考えるものです。

支払われています。
金子議員 ただ今の答弁は、東海

り組めるよう支援していきたいと思

稲作農家が安心して米づくりに取

今後も県やＪＡと連携を深め、
第二原発を想定しての答えなのか、

います。

の厳しい安全への規制基準に適合し、

市民部長 原子力規制委員会で

■人口減少対策と地域活性化について

その他の質問
■実効ある原発事故避難計画について

想定しての答えなのでしょうか。

それとも４０年超えの原発一般を

ない」と回答しています。

通過した場合は運転してもかまわ

ちらかというと特別検査の 審査を

うか。

国に助成を求めるとともに、市と

あがっています。

員会の自主性を尊重し、教育内容

査を通過しないと、運転を継続でき

目を迎える老朽原発で、原則４０

請願・陳情では、「手話言語法制
定を求める意見書の提出を求める
請願」（提出者…茨城県聴覚障害
者協会会長）は全会一致で採択さ
れ、意見書を安倍内閣総理大臣ほ

会計別予算規模

多くの県民が、再稼動しないで

ません。運転開始４０年超えの原

２月２６日に開会した第１回定
例議会は３月２０日、条例等を審
査した各常任委員会委員長と新年
度予算を審査した予算審査特別委
員会（４日間審査）の委員長からそ

かに提出することになりました。
特定の教科書を採択させるために、
現在の共同採択でなく常陸大宮市
だけの単独採択を求める「教科書採
択の改善を求める陳情」（提出者…
駒田強氏ほか１名）が採択され、

２０１５年度

との問いにどのように答えたのでしょ

成し、対象作物を生産した稲作農

金子すぐる議員
０９０-１９９４-７６９６

年の期間は残りわずかです。

連絡先 ケータイ

発についてどのようにお考えですか」

れぞれ審査結果の報告を受け、全
議員で採決し閉会しました。
条例では、第６期（平成２７～
２９年度の３ヵ年）の介護保険料
が第５期とくらべ２７・７％も大幅
に引き上げられます。日本共産党の

「教科書採択の改善を求める」決議
が同様に賛成多数で可決されてし
まいました。金子議員はただ１人こ
の陳情と議会決議に
反対しました。

昨年６月、新しい教育委員会制

おこなわれました。

く２日間の日程を１日に短縮して

今議会の一般質問は５人と少な

金子卓議員
金子卓議員は条例改定に反対しま
した。
新年度予算で金子議員は一般会
計のほか、高すぎる国保特別会計
など５つの特別会計、水道事業会
計に反対しました。

前 年 比
１０４.５％
１１０.９％
１０７.９％
１０７.９％
５０.９％
１０４.１％
１０５.３％
７２.６％
１０１.７％
１０１.１％
１２１１.５％
１００.６％
７３ .４％
１０４.９％
会 計 名
予 算 規 模
一般会計
２２０億円
国民健康保険特別会計
５８億８３００万円
〃 （診療施設）
１億７８００万円
公共下水道事業特別会計
６億８０００万円
公営墓地特別会計
２７４０万円
農業集落排水事業特別会計
５億３４００万円
介護保険特別会計
４８億９４００万円
簡易水道事業特別会計
８億１１００万円
宅地造成事業特別会計
２９５０万円
戸別浄化槽整備事業特別会計
４５００万円
温泉事業特別会計
６億１３００万円
後期高齢者医療特別会計
４億５５００万円
上水道事業会計
９億２４９９.５万円
合 計
３７０億７４８９.５万円
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