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「議会報告」

児童生徒安全予算が減額修正される
日本共産党 減額修正に反対、

児童生徒の安全守れと主張
第２ 回定例 会（6月議 会）は 、当初予 算で減 額修正 された
２つの予算 が復活提案され、 議論が集中し、教 育費の安全対
策費一部を除いて認められました。

２つの復活予算、切りすぎた予算？
１つ目の 児童生徒安全確保 事業は、学校内外 のパトロール
活動経費と ＧＰＳ携帯端末貸 与（小学１年全員 、２年〜６年
までは３千 円を限度に補助） が提案され、ＧＰ Ｓ経費は全額
削除されまし た。共産党は、市 内で昨年26件の 不審者事件、
誘拐未遂事件（横須賀）などが相次ぐことから賛成しました。

議会のミニ知識
● 修正 案と は …議 会 は予 算等
の 修正 が認 め られ て いま す。
但 し予 算の 細 目で な く、 大枠
（ 款・ 項） で 修正 し 、市 長は
議 決さ れた 予 算（ 説 明含 ）の
範囲で執行します。
● 附帯 決議 と は… 認 めた 予算
に対し、事 業を執行する上で、
要望する決議です。

修正提案に対する質問では「ＧＰＳに反対であれば、少なくともパトロール経費を増額す
る形で残すべき」と質しましたが、その意見は受け入れられませんでした。修正提案会派は、
減額した事業の積極的な対応を要望する附帯決議を提案。減額予算に要望する矛盾した決議
を行ない、とくに具体的な対案を示すこともありませんでした。

夏休みを前に、教育委員会「削減に苦慮」
教育委員 会は再提案に あたり、前 回の修正理 由・指摘を踏 まえ、
ＧＰＳの実 施検証・意見 募集・パト ロール隊の 組織化等を行 いなが
ら、議会に 理解を求めま したが認め らませんで した。再度予 算が削
られ たこ とで 、児 童ら の安 全確 保の 方向 が定 まら ず、 議会 判断 に
「苦慮して いる」と答弁 。対案もな く予算削減 は、議会の責 任が問
われます。 ２つ目の電子 計算システ ム管理費の 情報セキュリ ティ経
費は、当初予算で減額修正した会派も認めました。共産党は、情報の安全性を高める必要性
からも当初予算から賛成していたものです。他の予算は、耐震診断助成経費の増額、学校給
食調理員の増員、クリーンセンターの増員、下水道の合流改善事業（ハイランド）などです。

学校の安全対策と
教育環境の充実を
日本共産党議員団が全公立学校を現地調査
調査は、各学校 と教育委員会の協力のもとで実施しました。厳しい財 政状況からも予算確
保が難しく 、教育費も例 外でなくなって います。そこ で教育環境の実 態調査を行な い、そ
の結果を踏まえて質問しました。

保護者と学校からも不安の声、学校に警備員等の配置を
不審者事件は昨年だけで26件 最優先に危機管理・対策を
池田小 や寝屋川の殺傷 事件など学校の 安全が問われ います。しかし 、整備された 門扉が
閉められたことがない学校もあって、各学校とも危機管理の設備面から再検討が必要です。
教育委員 会が実施した 意見募集では、 学校と保護者 の多くから警備 員配置が要求 されて
います。国立で100％、公立で約4.9％が現状です。人的配置の質問に市・教育委員会とも、
理解しながらも配置する方向はでませんでしたが、引き続き設置を要求します。

雨漏り、壁の崩落、校舎の老朽化、改修計画と積極的な整備を
逗子小を 除き市内各学 校とも老朽化が 激しく、メン テナンスも遅れ 、雨漏り箇所 も見ら
れ、その度 に行う応急処 置が現状です。 サッシも雨や 砂が教室に入り 込む、図書室 の床が
鳴る、教室 半分までしか 塗り替えができ ていないなど 、本格的な補修 ・改修工事が 必要で

２学期制からもエアコン設置を。今後、教室不足が現実化
す。教育委員会は予算の範囲での努力と将来への整備計画の策定を約束しました。
２学期制 に伴い、夏の暑い 時期授業を行 なうことから 、18年度各学 校へエアコン 設置の
方向が示さ れました。調 査では少人数指 導の教室確保 が難しく、不足 分を特別教室 の転用
などで図り 、施設面の遅 れがてでいます 。少人数学級 編成になれば教 室不足は明ら かで、

議員報酬減額分を教育費の補正予算へ、緊急措置を
早急な対応と将来を見据えた計画の再検討が必要となっています。
３月議会で議員報酬減額（年間900万円）した部分について教育費の 補正予算を求め、市

住民基本台帳大量閲覧規制を求める意見書を可決
閲覧主にダイレクトメールの営業活動に利用され、市も規制を厳しくしました。しかし、
愛知県の小中学生に対する暴行事件では、母子家庭を閲覧した犯行でした。６月に鎌倉市
では閲覧制限条例が制定され、逗子も９月に条例提案が予定されています。

●詳しい内容は議員団のホームページをご覧ください。http/www.jcp-zushi.jp/

自動対外式除細動器
D
AE
公共施設に設置を
心疾患による死亡者数は年間約１６万人、その内
２万〜３万人が病院外で心停止。倒れてから１分１
秒を争う処置が必要です。自動対外式除細動器（Ａ
ＥＤ）の利用は、これまで医療行為で規制がありま
したが、緩和されたことで集客・公共施設等に設置
され始めています。６月議会では公共施設や学校へ
の設置を求め、市は今年度消防職員全員への研修を
すすめ、設置導入も前向きに検討するということで
す。愛知万博ではＡＥＤを各所に設置、来場した男
性の命が救われました。逗子市でも公共施設への一日も早い設置が望まれています。
※ＡＥＤとは…電極を胸にはり、コンピュータで心電図を自動解析、音声と表示で
指示、患者に電気ショックを与えて心臓を回復させるものです。
民間のエコループプロジェク
ト（大型焼却施設）に参加する
検討の再考を求め、市長からは
年末までに広域連合設立とエコループ参加を慎重に判断したい意向が答弁されまし
た。分別収集はこの間の成果も表れ、市民の協力で処分場も平成21年9月まで延命。
今後、植木剪定枝も取り組むこと、また、市民への説明会実施も示されました。

大量焼却のエコループは問題、再考を
分別収集推進、最終処分場延命措置を

市民の声は届かず、継続審査へ？
６月議会、 共産党含む３ 会派が提案した 逗子海岸の深 夜花
火禁止条例（夜10時から朝6時まで、打ち上げ 花火等禁止）、
東逗子駅裏の 改札設置を求 める陳情、義務 教育費国庫負 担制

高 齢者 入浴 券
存続 を求 める
陳情を了承

倒産と廃業、経済の
落ち込みはひどく、議
会も「地域経済の活性
化と地元業者の育成に関する決議」を可決（３月）。共産党は市民の震災に対する
不安、住宅改修の需要が増えている現状からも、市民も喜び、市内業者への受注拡
大策として、①耐震診断（市助成）後の「耐震補強工事助成」、②「住宅リフォー
ム助成」、③「小規模工事登録制度」を提案。今年度から地元業者への小規模公共
工事の登録制度が始まっています。2つの助成制度は、他市で予算額５百万円で２
０倍以上の経済効果の実績からも、震災対策からも引き続き実現に努力します。

耐震補強・リフォーム助成制度を
地域経済活性化と地 元業者育成

小児医療費助成の拡充、
近隣市との格差是正を
小児医療費助成制度（０歳から就学前）は、少子化と
子育て支援策として県下で拡充がすすみ、藤沢・鎌倉市
が所得制限を撤廃。共産党は年齢引き上げと所得制限撤
廃を要求してきました。昨年は議員提案の条例改正で年
齢を就学前まで引き上げました。６月議会では近隣市と
の格差是正から所得制限撤廃を要求。市は消極的な答弁
でした。今後も子育て支援からも要求していきます。

就学援助を堅持し、現行の対象児童への支給継続を
就学援助制度は、教育の機会均等と義務教育の無償の観点から制度化され、共
産党は保護者に対する制度紹介を積極的に求め、利用者も１３０人（Ｈ13）から
２４０人（Ｈ17）に増えています。しかし、国は利用増を理由にして制度を改悪。
６月議会では、今回、国基準で対象から除かれる家庭への支給継続ができるよう
求め、教育委員会からは、維持することが約束されました。

介 護保 険改 善求 め 意見 書可 決

障 害者 への 負担 増 を許 すな ！
自 立支 援法 に関 す る意 見書 可決

市 は財 政状 況か ら廃 止
を検 討。 市民 から の陳 情

１０月か ら居住費 と食費の 全額負担 や軽

は全 会一 致了 承さ れま し
た。 共産 党は ふれ あい 事

度者のサー ビス利用 制限を行 なう「改 正」
を打ち出し 、要支援 ・介護１ の利用者 ７割

障害者 福祉サービス の支援費 制度が２年
で破綻。 新たな自立支 援法は１ 割の定率負

昨年12月 議会、私学助成 の拡充を求める 陳情が３件と も否
決、影響が心 配されます。賛 成は共産党と21世紀、反対 は次

業と 公衆 浴場 支援 から も
存続 を求 め質 問。 市は 市

がサービス から除か れる恐れ が生まれ てい
ます。３月 議会は「 改正」に 反対する 意見

担導入、 障害が重いほ ど負担が 大きくなる
悪法です。意見書は全会一致可決しました。

世代・倶楽部 ・市民自治・ 公明。私学の授 業料負担は重 く、
幼稚園は公立 がなく、私学 に依拠している にもかかわら ず否

民と 議会 意思 を重 く受 け
止めるとして、廃止には

書を可決。 ６月議会 では、入 所者の負 担軽
減措置の検 討を求め 、市は影 響は認め なが

決は残念です。党は私学助成と就園奨励金増額等を毎年要望。

慎重な姿勢に変りました。

らも国の動向を見守るというものでした。

度の堅持を求 める陳情、教 育基本法「改正 」に反対する 陳情
なとが継続審査となりました。

幼稚園など私学助成拡充を否決

特 別支 援教 育の 意 見書 可決
国に対し人的増員と予算措置等を求め可決。

