みなさんの議会報告に対するご意見をお寄せください。日本共産党逗子市議会議員団

○ ○

無所属の会 自民党
共産党
公明党 円 市民自治1 市民自治1
市政クラブ2（退席1） 無会派2

×○ ○ ○

一方で陳情は契約に賛成・退席した議員も加わり、賛成多数
で了承される状況になりました。共産党は住民の理解が得ら
れていないと主張。契約に反対し、陳情に賛成しました。

工事 契約

山一部・ハイランド)の面的な改善は難しく、国の方針もあり、コストと用地確保からも新宿が
適地と判断、計画を進める意向を示していました。8月に入札、予定価格以下のため低入札価格
調査を実施。9月議会に工事契約を提案、周辺住民は市の強引な姿勢に納得できず、1646筆の
「市民参加と一時凍結を求める陳情」を提出。委員会審査で
反対5
賛成11
は契約は僅差で可決。本会議は賛成多数で可決されました。

▲○

無 会 派

市長からは、雨天時に未処理水の多くを河川・海に放流している現状がある。合流式地域(桜

×○

○ ▲

市当局は９月議会の提案までに住民の理解が得られず
議会は契約を多数可決、一方で凍結求める陳情も了承

継続

× ×○

の後8月に市民の主催で市長との対話集会が
開かれました。

了承

陳情30号 下水道行政に市民参加等の特別委員会設置

○

下升を建設するものです。予定地がマンショ
ン隣地であるため臭気問題など不安が続出。
市が説明会の打ちきりを発表したことから6
月議会には住民との話し合い継続を求める
陳情が提出され、了承されていました。そ

陳情29号 合流式下水道計画の市民参加を求める

×○

円

新宿滞水池計画の目的は、下水道の合流
式(汚水と雨水)を改善するため1100㎥の地

了承

○ ▲

新宿滞水池（汚水施設）問題

陳情28号 市民参加条例運用を求める

×■

×○ ○

と国保特別会計の補正予算、工事請負契約の2件、国保条例「改正」など議案
計10件を可決、平成23年度決算は5件すべてを認定しました。意見書は8件を
可決、陳情は19件を審査、了承12件、継続審査は7件となりました。日本共産
党は国保の値上げに反対。決算は一般と後期高齢者を不認定としました。

了承

○

第３回定例会は、会期を9月5日から9月27日までの23日間として、一般会計

陳情27号 住民の理解が得られるまで一時凍結求める

市民自治

橋爪明子

×○

○ ▲

岩室年治

否決

○■

市政クラブ ■ ■ ○ ○

℡・FAX 871-1321

日本共産党が提案した契約案件の継続動議

無所属の会

内線418

○ ○

第３回
定例会

沼間2-15-4

控室

№436

×▲

党事務所

可決

議案48号 新宿滞水池築造工事の契約締結

2012年11月

× × ×

℡ 873-1111

○賛成 ×反対 ▲継続賛成 ■退席

自由民主党 ○

市役所

新宿滞水池問題の議案・陳情

×○ ○ ○

議会報告

表決結果

日本共産党逗子市議団

日本共産党

総務常任委員会 地元住民が多数傍聴、与党も賛成できず退席。僅差で議案通過

肺炎球菌ワクチンで８割の予防できる。ぜひ市にも助成制度を
逗子市(高齢化率28％)のH22年度亡くなった方は601人、その内59人は肺炎
で死亡。率は9.8％です。予防接種は7千円、県内3市2町1村で3千円程度を助
成。市は助成はせず、当面目標はインフルエンザの予防に取組むと答弁。

自殺対策 心と命守る条例と取組みを

全国で年間3万人、14年間で45万人、毎日80
人が自殺。国も自殺基本法制定、対策大綱を策

定し、市町村の責務を規定。その具体化を求めました。市は啓発講座や各分野ネットワーク
と連携を進めるとして、条例制定は今後の課題としました。
老人福祉法「改正」によって、市民後見人の人材育成と養成
が必要です。高齢化や判断能力が低下した方への地域密着型支
援を求めました。市はまず社会福祉協議会の法人後見事業を支援し、その後に取組むと答弁。

市民後見人の養成を

H23年度決算 一般と後期高齢者特別会計に反対

社会福祉法人への補助金支出
の根拠条例もなく、迂回して補

助金を支出した問題点と第一運動公園の再整備の見直しを求める立場から反対しました。

心身障がい者手当の「改正」で市民の意見を聞かなかった問題

市民参加
制度審査会

委員全員が不適当と断定、市に改善を求める
共産党は条例提案時に反対

市民参加制度審査会(以下「審査会」)の3月23日の会議で、市当局から障がい者手当
条例「改正」は、市民参加の対象としなかったことが報告される。しかし、審査会は今
回の条例改正内容は「所得制限導入」であり、第7条(権利や市民生活に影響を与える制
度改正)にあたり、市長の行為は不適当であると意見書を提出。一部委員から「手続き
をやり直すべき事案だ」と厳しい意見もありました。又審査会は市長に対し、①手続き
のマニュアルやガイドライン作成など運用改善、②審査会を待たず対象事案等の判断が
できる相談体制、③市民参加条例の見直しを提案。条例可決は3月21日の本会議でした。
共産党は市民の声も聞かず、市民参加条例に反すると批判、「改正」に反対しました。

子どもの施設と風俗店を同居させるのか？
菊池ビル建替計画と療育・教育総合センター
市は菊池ビル建替計画にあたり、療育・教育総
合センター(児童施設)を設置する方針です。風俗
営業法では、風俗店は学校は100ｍ、福祉施設は70
ｍ、商業地域の場合30ｍ離さなければなりません。
現在の菊池ビルには風俗業のパチンコ店があるこ
とから、その対応を質しました。市長は風営法の
制限を受けることや入居者選定にあたりビル側も
念頭にあり、法を守り、協議していくことになる
と答弁しました。
H23年3月の「文化振興計画」では逗

文化プラザホールに指定管理者導入の方針
子市芸術文化事業協会(官製団体)が担
一方で文化振興計画で直営方針、矛盾では！

うとしながら、行革としてH24年3月に
「民間委託等ロードマップ」を策定、ホールの管理運営について「指定管理者制度」を導入す
るとしていることから相違点を指摘。市長は「総合計画」の見直し作業で整合性を図ると答弁。
又「文化振興計画」に既に劇場法の趣旨を先取り、指定管理でも反映できるよう取組むと答弁。

池子問題

貴重な自然が残る40ha共同使用の都市公園整備では
環境影響評価(アセス)の調査を実施すべき

市は「池子米軍基地の全面返還、跡地を国営自然公園に」を掲げ、要求してきました。今、
国が示した40haを「都市公園」に位置付けた整備計画を策定中です。過去、米軍住宅と本設
小学校でも県アセスを適用、調査と手続きが実施されました。共産党は自然環境保全からア
セス実施を求めました。市長は県条例の判断を確認中で、自然環境に配慮する公園としたい
との答弁にとどまり、アセス調査の必要性は明確にしませんでした。

防災対策

●Ｑ避難路の整備計画策定は…Ａ計画はない、学校等を優先順位をつけて
整備を図る。●Ｑ避難路の誘導灯設置は…Ａ蓄光材を用いた案内表示版を

検討中。●Ｑ隣接市との連携は…Ａ鎌倉と葉山と調整中で、ハザードマップに一時避難場所
等を掲載予定。●Ｑ難聴地域解消は…Ａ防災ラジオは財政上難しい。●Ｑ急傾斜地の県整備
重点地域に…Ａ今後、県指定を受ける条件整備について調整していきたい。

第一 運動 公 園再 整 備の 樹
木の移 植判 断 基準 は 、環 境
評価審 査委 員 会の 意 見を 踏
まえ、 病害 や 老木 以 外は 樹
木の移 植と 新 しい 苗 木に 植
え 替 え る と 答 弁 。 又 、ア ン
ズの木 が移 植 後、 枯 れた こ
とが質 問で 明 らか に なり ま
した。残念な結果です。

市民の願いかなわずアンズの古木枯れる(桜山)

海岸の風紀の乱れは改善されず
キャンプとバーベキューについて、
近隣住民からの苦情、夜間は警察へ
の通報もあり、改善を求めました。
市はキャンプは県と協議すると約束。
バーベキュー(H17禁止、H18以降、区
域指定で可)も規制する上で県、警察
等関係団体と協議すると答弁。

国保料の値上げ
ちょっと
待った

共産党は反対

現 行

改正案

国基準

応能割

70％

65％

50％

応益割

30％

35％

50％

段階的に大幅値上げへ、これ以上は限界の悲鳴、滞納も増える
国保料負担は自治体で異なり、市は応能割（所得割）70％と応益割30％（一人当りの均等
割と世帯当りの平等割）です。国は比率を50対50にするよう指導。市は一般会計から国保へ
の繰り入れを減らす目的で、段階的に応益割を引上げ、値上げをする方針となっています。

住宅リフォーム助成が好評。受付１ヶ月で予算なくなる。
地域経済活性化と住宅環境改善を目的に 今年度から始まった「住宅リフォーム助成制度
(予算300万円・上限額10万円)が31件の申し込みで終了。改めて9月議会に神奈川土建と逗子
葉山建設組合が補正予算と来年度増額を求める陳情を提出、了承されました。また、共産党
の質問に、市長は来年度の増額についは検討していきたいと答弁。

公契約条例の制定を

長引く不況を背景に下請け業者や現場労働者への工事代金や

労働条件の切り下げ、ワーキングプアなど劣悪な状況から労働
界、日弁連も条例制定を求めています。市長は他市の動向を注視、研究したいと答弁。
沼間3丁目の業者が良好な都市環
境をつくる条例の自然度ランク見直
しを申し出(後日取下げ)、審査委員会が議論。その基準を質問。市は明確な基準はなく、適
正な評価の必要性に応じて見直しをすると答弁。共産党は基準を規定し明確にするよう要求。

開発業者が条例の自然度ランクの引下げ求める

オスプレイ配備反対、県有施設と補助金廃止等に反対の意見書可決
共産党から他会派に呼びかけ共同提案した●米軍オスプレイ配備反対 ●県有施設と補助
金廃止等に反対の2件の意見書は可決。●尖閣等の領土問題の意見書は可決。共産党の提案し
た修正案は賛成少数(6人)で否決。陳情の了承に伴う●(学童保育)県費補助の国庫補助基準を
下回らないように財政措置をもとめる意見書 ●(公立学校)少人数学級の推進と定数改善、
義務教育国庫負担制度2分1復元を求める意見書

●山の根に関係する2件を全会一致で可決。

「「湘南の凪」不正請求問題1億4千万円返還
法人は居宅介護事業等不正請求の事実を認め、全額
返還されました。議会への報告の際、共産党は調査状
況や問題の背景、組織的な行為はなかったのか等を質
し、法人の運営改善と行政指導の継続、利用者の他事
業所への円滑なサービス移行を求めました。

財政逼迫で県有地処分？はげ山(小坪)買取りを
県緊急財政対策本部は県補助や施設等の統合・廃止の
方針で、塩漬け状態の県有地処分も考えられますが、市
は利用計画もなく、取得の考えも示されませんでした。

三浦半島中央道路問題
地元からの計画着工に慎重な対応を
求めた「陳情」を継続審査したにも
かかわらず…。議会は再び着工促進
の意見書を賛成多数で可決（13対4）
共産党は、①桜山連絡協議会(町
内会・自治会)の「陳情」を議会が
継続していること、②地元の理解が
得られていないこと、③桜山周辺の
交通・環境対策もされず、渋滞が予
測されることから反対しました。

