日本共産党の志位委員長
▽第１の理由…医療費削減

高齢者差別の医療制度は
廃止しかない

は５月８日、国会内で記者
会見し、「高齢者差別の医
のための高齢者差別法は
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▽第３の理由…すべての世
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捨てを押しつける制度で
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ます。志位委員長は「小手
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６月５日から
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請願・陳情は５月２９日までに。
傍聴をお待ちしています。

引き上げに市民の強い批判
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のであれば、引き上げ前に

まず戻し、任期中にじっく
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べきである」と意見をのべ、

議長と副議長のみの削減に
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共産党市議団は、全議員
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ご覧いただけます。
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清流と漁業に与える影響を質問

城・栃木の７漁協は、アユ

立てました。

る仮処分を水戸地裁に申し

漁への悪影響が大きいとし
て、工事の差し止めを求め

霞ケ浦導水事業は、霞ケ

（約４２キロメートル）で
結ぶ大型開発。国土交通省

また、城里町議会は、地

元の那珂川漁協から提出さ

は、漁協の反対を押し切っ

れていた建設中止の請願を

て、那珂川に幅５０メート
ル、年間水量の１２％を流

採択し、漁協同意のない一
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共産党の金子・堀江両議員
は 、高齢者に やさしく、便利
で効率的な「デ マン ド 型乗り
合いタク シ ー」の採用を強く
要求しました。しかし、答弁は、
「今のシステムの充実をはかっ
ていきたい」（堀江議員へ の総
務部長答弁）というも ので し
た。

金子議員は一般質問で市

民バス運行業務の委託契約

の問題を取りあげ、次のよ
うに質問しました。
金子議員 新年度の市民バ
スの運行業務委託契約であ

りますが、どのようになる

のか説明を求めます。

これでは３年間は交通シス
テムの変更はしないという
ことになってしまうのでは
ないでしょうか。多くの市
民の強い要望であるデマン
ド型交通システムの検討・

く１年間の契約にして、新

しい交通システムへの対応

を結ぶ形で準備をすすめて
います。ただ、そのことご

要請します。

が機敏にできるように強く

変更されないということで

によって、３年間、内容が

はありません。

から新しい交通システへの

金子議員 いろいろな問題
のある市民バスです。市民

な制約はすべきでないと考

対応のためには、このよう

総務部長 市民バスは、大
宮地域が２台、山方地域の

ら、３年間の長期契約でな

いうようなことを考えたう

堀江議員 市として「地産
池消宣言」をおこない、学

農業再生プラン

志位委員長は３月７日、

国会内で記者会見し「日本

共産党の農業再生プラン」

を発表し「全国の農業関係

者や消費者と懇談し、協力

４つの提案

をひろげたい」と語りまし

た。

円以上の「米」生産者価格の保障等）

１価格保障・所得保障制度を
抜本的に充実する （１万７千

２家族経営を柱に 、農業の担

「食の安全」と地域農業の再

４農家と消費者の共同ひろげ、

易ルールを維持する

など自国の農業をまもる貿

い手を育て、農地を守る

校給食にも地場農産物を増

３「食料主権」を確立し、関税

やすべきです。

経済部長 米については市
内産が１００％、ゴボウ・

ネギ・イチゴが６５％、そ

の他の野菜が数％です。今

こすよう支援すべきです。

向上をめざし「農業再生プ

ラン」を発表しましたが、

がら、国や県に働きかけを

定対策をはかるため、関係

生をめざす

議し、学校給食に使用して

後、農協・地元農業者と協
市長は吸収された地域の

うに私は考えています。

は不公正が高まるというの

高い方に合わせるというの

わせるのならいいけれども、

ありましたが、低い方に合

堀江議員 不公正をなくし
ていくというような答弁が

いただきたいと思います。

するということでご理解を

市民の公平な負担をお願い

いるところです。調整して

えで税率を統一し調整して

強い要求があるわけですか

現在、長期契約

えるものです。
総務部長

４台のうちの２台について

企画課で所管しています。
これらの運行管理業務は、
指名競争入札による契約を

したいと考えています。美
和・緒川・御前山地域とこ

線は民間事業者との営業区

れらから大宮地域を結ぶ路
間が同じなので随意契約に

よる契約です。
金子議員 総務部長は大事
なことを答弁していません。

契約期間が３年間の長期契

約になると聞きましたが、

堀江議員 市は国保税率を
常陸大宮市として統一する
としています。地域によっ

ては３年連続で引き上げら

今議会の一般質問は９人

が質問しました。１７日の

第１回定例議会（３月議

会）は、３月５日に開会し

機関・団体などと協力しな

法的には平成２１年度まで

そのような方向をめざすべ

じめとする農産物価格の安

きです。

市の一体性、あるいは住民

の負担の公平性を期すため
に、できるだけ早めにとい

不均一課税が可能ですが、

もらえるよう努力します。

堀江議員 市は農林予算を
増やし、農家にやる気を起

市民の負担が急速に重くなっ
ていることに対し、どう考

れます。この４月からは後
期高齢者の保険料が年金か

一般質問終了後「道路特定

財源の確保に関する意見書」

３月２４日に閉会しました。
日本共産党市議団は、常

えているのでしょうか。

進めていきます。

ら天引きされます。今回の

日本共産党は食料自給率の

が７名の議員から提案され

陸大宮市後期高齢者医療に

関する条例や学校給食の自

市民の一体性と

市民部長 （市長は答えず）
今回の是正をするにあたり、
ていただきたいと思います。
市民部長

国保税引き上げは再検討し
共産党市議団は金子・堀江

両議員が反対討論をおこな

賛成多数で可決されました。

校方式を廃止し調理業務を

いました。

民間に委託、今まで無料だっ

共産党市議団が一般質問

( ５２ ) ２４２２ 金子 卓 議員
( ５６) ３０３０ 堀江鶴治議員

経済部長 担い手の確保、
耕作放棄地の解消、米をは
していくということです。

うことで２０年度から統一

日本共産党のホームページ
http://www.jcp.or.jp/

堀江鶴治議員

た住民基本健診を１０００
円（特定健診）に有料化す

れました。

トイレの改修等が予算化さ

等で要求していた、難病患

市長から提案された６０議

る等の一般会計予算案など、

者福祉見舞金や中学校男子

ました。

しみ

金子卓議員
案のうち１４議案に反対し

共産党ならで
はのスクープ楽
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