をおこない︑①議員報酬が
２６万円だと承知で立候補
議員定数を減らして報酬を

した︑②市民の代表である
引き上げることは問題︑③

勢はとうてい市民の納得は

成多数で可決した議員の姿

任期中の大幅引き上げを賛

する執行部も問題 ですが︑

それなのに議員報酬を諮問

ておこ なった ことなど異常

議会の答申を半年も前倒し

また引き上げ時期も報酬審

７日に議案を提出したこと︑

き 上げ は︑議 会 初日 でなく

がら︑議員報酬を引き上げ

ん︒﹂と反対討論をおこな

得られるものではありませ

大幅な議員報酬の引き上げ

さが目立ち︑３５％という

市の財政が厳しいと言いな
第３回定例議会︵９月議
いました︒

注がれています︒

に市民 の厳し い批判の目が

悪政と町村合併の弊害も加

るのは避けるべき ︑④ 国の

民生活の実態と比較し議員

わり︑大変厳しくなった市
報酬の大幅引き上げは許さ

最終日に︑議員報酬を大

多数で可決されました︒議
に述べました︒

れない︑と反対理由を詳細

幅に引き 上げる議案が賛成

員報酬の引き 上げに反対し

別職報酬審議会の答申は︑

また執行部に対して︑特

た のは︑金子・堀江両共産

党議員と野上議員の３人だ

けでした︒

引き上げは来年４月からが
適当といっているのに︑今
年１０月から上げるのは審

議員報酬の大幅引き 上げ

告されました︒

食の﹁民間委託計画﹂が報

行政報告のなかで︑学校給

山 方 給 食 セ
ンター及び御前山給食共

度 実 施 計 画﹀

と調理をする人の顔が見え

ています︒

給食を食べる子どもたち
を盛り込んだ補正予算︵今

重視されている今︑学校給

子どもたちのために︑自

＊単独調理場とは︑自校で調理す

間委託

堀江鶴治議員は︑共産 党

円増︶に対し︑金子卓議員
が共産党議員団を代表して︑

校方式の学校給食を存続し︑

うか︒
中学校と幼稚園︑緒川地域の小

全市に広げていくことこそ

食の本来の姿ではないでしょ

中学校︑御前山地域の伊勢畑小

る給食方式︒現在︑美和地域の小

大
 宮 給食 セ ン タ ー の 調 理
業務の民間委託

と長倉小の９か所で実施︒

大し人口も増え議員として

﹁合併により行政 区域が拡

山
 方 給食 セ ン タ ー 及 び 御
前山給食共同調理場の配

求められています︒

とや議員報酬が２６万円と

担う役割が拡大しているこ
いうことをすべて承知で︑

＊調理業務の民間委託とは︑給食

単
 独調 理 場 ８ 施設 ︵ 美 和
幼稚園を除く︶を廃 止︒

議員団を代表して反対討論

ら驚きと困惑の声があがっ

いく︶計画を知った市民か

︵さらには民間委託にして

食センター化にしていく

の学校給食を廃止して︑給

自校方式︵単独調理場︶

自校方式の存続を

間業者に委託してしまうこと︒

のおかず
︵ 副食︶
の調理までも民

アメリカの戦争応援は
ただちにやめよ

る自校方式は︑﹁食育﹂が

︿平成 ２ １年

自衛隊は一刻も早く撤退を

年度報酬関係で２０６０万

議会初日 の５日︑市長の

戦争では
テロはなくせない
同調理場の調理業務の民

方だと指摘しました︒

議会の答申を無視したやり

今回の議員報酬の大幅引

会︶は９月５日から２１日

２００６年６月
改定 （均一報酬）
２６万円

まで開かれました︒

２００４年１０月
合併 （不均一報酬）

送業務の民間委託

アフガニスタンでは、アメリカによる無法な報

はただちにやめるべきです。

テロ根絶のために日本がやるべきことは、教

自民、民主両党で浮上している自衛隊海外派

１２月５日から
第４回定例議会

がひろがる最悪の事態となっています。インド洋

第 ４ 回 定 例 議 会 は ︑１ ２ 月
５ 日か ら ２ ０ 日まで 開 催 さ
れます︒傍 聴をお待ちしてい
ます︒請 願・陳 情は︑１ ２ 月
２８日までにお願いします︒

兵の恒久法づくりに日本共産党は反対します。

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

（議長・副議長を除く）

議員に立候補したわけです︒

育、貧困の改善などテロの土壌をなくすことです。
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大宮選出議員
３０万８千円
山方選出議員
２５万５千円
美和選出議員
２５万円
緒川選出議員
２４万５千円
御前山選出議員
２５万４千円

0

での米艦船への給油など、アメリカの戦争応援

常陸大宮市議会報告

議員報酬の経緯
︿平成２０年度実施計画﹀

議長
３３万４千円
⇒ ４１万円
副議長
２９万円
⇒ ３７万円
議員
２６万円
⇒ ３５万円

復戦争で、多くの民間人が殺害され、テロの温床

日本共産党

第 ４ 号
日本共産党・常陸大宮市議会報告
２００７年１１月

内金をまず支払

きです︒

させることなどを要請すべ

させる︑外米の輸入をやめ

経済部長
ながら支払う概算方式に見

い︑後で実際の販売額をみ

経済部長

納得できません︒
行革推進本部長か
直されました︒内金の基準

いと思います︒

きかけ等を推進していきた

せん︒
ら教育委員会に︑こういう

価格が７０００円と決めら

教育長
ふうに行革を推進していく

れ︑各ＪＡ︑また生産者に

教育委員会でおこ

なっている義務教育施設適
ので協力と推進をお願いし

教育長
正配置審議会で学校給食セ
たいという文書をもらい︑
堀江議員

不安が広がったわけです︒

として行政報告で済ませる
が︑今回の行政の進め方は

させたのが経 過のようです

はないか︒

営︑生活が成り立たないで

金子議員

新聞記事による

る福祉手当を支給している

と県内で難病患者を支援す

のは２５市町村となってい

的に調査研究した結果だと

聴しましたが︑あれが精力

検討委員会を傍

市でも難病患者の支援策を

一致で採択しています︒当

年の第４回定例議会で全会

定に関する陳情を２０００

病患者に対する見舞金の制

ま す︒旧大宮町議会は︑難

ド型交通システムの優位性

保健福祉部長

実施してはどうでしょうか︒

難病患者福

住民サービスの向上・地域

として︑利用者の利便 性・

は納得できません︒デマン

金子議員

地 域 文 化・自 然の保 護 と 次
世代への伝承について

交通・通信基盤の整備について
学 校 給 食の民 営 化 問 題 ︑自
校方式の継続について

堀江議員の一般質問項目

地 域 農 業を 守り発 展させ る
施策について

関係機関への働

を審議しており︑この審議

ンター等を含めた整備計画

にこの問題に取り組んで推

教育委員会としても主体的

ともに︑政府に対し︑生産

団体に引き上げを求めると

市として︑関係

会に︑各地域のＰＴＡの代
進をはかっています︒

表︑各地区からの代表も審
ています︒

議委員として審議いただい

費と所得を保障する価格下

というやり方は認められま

できるものと考えま す︒世

和な日本であってこそ達成

祉見舞金支給制度ですが︑
界に誇る平和条項を持つ日

活性化・高齢者の行動変容

・品目横断的経営安定対策

祉見舞金を支給することに

難病患者にたいしまして福

２１日に閉会しました︒最

があげられます︒アンケー
本国憲法の施行６０周年の

ト票を読んでいて︑バスの

を批判︑ 陳情を﹁ 採択 すべ

すが︑次年度実施に向け検

的として︑金額等は未定で

終日に︑﹁常陸大宮市選挙

して︑家族に頼らなくても

記念の年に制定される市民

自分で外出できる交通シス

き﹂と賛成討論をおこない

予約によるデマンド型交通

テム︑この調査研究を引き

公報の発行に関する条例﹂

システムについて︑﹁今後

続きおこなっていただきた

祉の増進をはかることを目
ります﹂と︑﹁平和﹂とい

精力的にその調査研 究をす

い︒

より︑患者とその家族の福

う言葉が入っていない市民

すめてまいりたい﹂と答え

乗り降りが困難な方︑長い

新し く﹁議会の議決すべ

憲章に反対しました︒

ていますが︑調査研 究の状

距離の歩行が困難な方︑そ

き事件に関する条例﹂が成

今議会は︑昨年度の決算

総務部長

総務部長は先 の

立し︑市民憲章が議決案件

の認定がおこなわれました︒

況をお聞かせください︒

の運行状況とその把握に努

医療制度について︵ 後期高齢
者 医 療制 度 ︑特 定 健 診 制 度と

金子議員

今議会には︑県北農民セ

になりました︒共産党議員

共産党市議団は︑一般会計

総務部長 県内の３市町村︑

めていきたい︒経費の比較

国民 健康保険 ︶

議会でＩＴを活用した電話

営安定対策の見直しと多様

ンターから﹁ 品目横断的経

の原案に対し︑意見を提出

団は︑公表された市民憲章

と国保会計・介護保険会計

それと栃木県の１町の運行

ムの転換は︑現段階難しい

等などからも︑交通システ

字を明確に入れるべきであ

な担い手の育成を求める﹂

しました︒提案された市民

・上水道会計については反

状況を調査し ていま す︒ 過

く︑議会議員の選挙も選挙

陳情が提出されました︒共

憲章の内容に対し︑共産党

対︑その他の特別会計の決

般の検討委員会の中 で報告

と判断するところです︒

福祉施策について

原発の震災対策について

市
 内 循 環 交 通シ ステムにつ
いて

金子議員の一般質問項目


討していく考えです︒

産 党議員団を代表して堀江

議員団を代表して金子卓議

算には賛成しました︒

公報が発行されます︒

鶴治議員は︑一部の大規模

でいう ″
まちづくり ″
は︑平

員は︑﹁ 私たちは市民憲章

今後も各町村で

農家や法人︑集落組織だけ

しました︒

を農政の対象にし︑多数の

憲章には﹃平和﹄という文

策対象排除する政府の農政

日本共産党のホームページ
http://www.jcp.or.jp/

ましたが︑反対多数で不採

中小零細な農家や産地を政

楽しみ

択となりました︒

第３回定例議会︵９月議

共産党ならで
はのスクープ

今後︑市長の選挙だけでな

会︶は︑９月５日に開会し

上げ備蓄にして価格を安定

教育委員会の意

堀江議員

堀江議員

府米は流通に回さないで棚

を省略し︑７月１０日 の行

場の意見を慎重に聞くこと

支え制度をつくらせる︑政

学校給食の民間

円という内金では農家の経

出荷時６０キロで７０００

員会・保護者などの教育現
委託を︑議会や保護者など
め︑具体 化を教育委員会に

政改革推進本部で計画を決

見や︑各学校・学校給食委

ＪＡ米の価格が

に何ら具体的な協議もしな

堀江議員

いで︑すでに決定したもの

堀江鶴治議員

が全会一致で成立しました︒

金子卓議員
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