那珂市議会議員
菅谷 4494‑1

第３ 回那珂市議会 は９ 月５日か ら
日 まで 日 間 開 催 さ れ まし た ︒ 今 回は
平 成 年 度 の 決 算 の 認 定も あ り ︑ 決算
特別委員会が編成され︑
木村静枝議員も
委員となり︑慎重に審議をしました︒す
べての議案は可決︑認定されましたが︑
木村静枝議員は一般会計︑
国民健康保険
特別会計︑介護保険特別会計︑水道事業
会計の認定に反対し︑討論を行いました︒
今 回 の 一 般 質 問 は 名で ︑ 今 まで の最
高となりました︒

増え続けています︒国保世帯で年間所得が

％を占めています︒国保税が高す

万円以下の世帯が２９４２世帯もあり︑国保
加入者の

条は﹁すべて国民は健康

ぎて︑納めたくても納められない人が多くな
っています︒憲法

で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す
る﹂と明記しています︒国保税の低所得者に
対する減免制度が強く求められています︒

▼紙おむつ補助がなくなった！

木村静枝の

一般質問

年間に

万人の アスベスト による死者

くし︑介護度４・５の人に対象をしぼったと

介護度２・３の人からは紙おむつ補助をな

井や壁に石綿吹付けエンボス仕上げがしてあり︑

査結果は︑門部取水上︑木崎浄水場の建物の天

による全国調査が行われているが︑那珂市の調

水道事業は独立採算制ですが︑社会福祉で
もあります︒不況で苦しんでいる人たちのた
めに︑この利益は水道料引き下げに使うべき
です ︒

分方法が示されれば処分するとのことでした︒

二重にビニール袋に入れ保管してあり︑今後処

校で理科実験に使うアルコールランプ用金網は

示されたとき対応する﹂ということでした︒学

月までに検討するとのことなので︑その指針が

たもので︑細かい内容については︑国の方で９

﹁現在の調査はアスベスト吹き付けを対象とし

要があるのではないか﹂との質問に総務部長は

時などに出る場合もあり︑きちんと調査する必

も及ぶとされ﹁普段は飛散しなくても取り壊す

いうが︑これは国の要項に従ったものだそう

が出るという︒今アスベスト使用について︑国

今後

アスベスト問題は命にかかわる
重大問題！
５人が一般質問

33

瓜連浄水場には煙突内部にアンモナイト石綿が

２４人

です︒月額の年金が１万５０００円未満の第

５段階

使われていることがわかりました︒学校などは

４２人

一号被保険者の保険料未納者は２７４人︒こ

４段階

市民税の均等割りが２０００円から３００

１０２人

使われてないとされています︒

３段階

の人たちは介護サービスを受けられません︒

９７人

▼平成十六年度水道事業純利益
５７３５万円
当年度未処理分利益剰余金
２億７３７６万円

２段階

納められない人が増えています︒
年度から

少ないという声があがっています︒行政の手
足となって奉仕している団体にもっと予算を
とるべきです︒

▼国保税の滞納額５億６３００万円
保険証もらえない人１６８人
短期保険証５２６人

９人

０円になるなど︑応益割が高くなり︑税金を

介護保険事務費交付金はゼロ

10

25

１段階

国が児童福祉費負担金として今まで負担し
て いた公立保育所運 営費が平成

一般財源化されゼロとなりました︒今後保育
内容の低下や個人負担が重くなることが懸念

団体に対し︑ 万

されます︒国の責任でやるべき保育行政まで
民間にまかせる方向です︒
各種団体への補助金は

32

２７４人
計
合

16

国保税の滞納世帯は１８７５世帯となり︑

２７４人の介護度

しかし︑石綿を含む建材などは３０００種類に

20

介護保険も減免制度がどうしても必要です︒

14

▼市税未納額５億６０００万円
公立保育所運営費の国の負担金は
ゼロとなる
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16

16

円です︒ボランティア団体からはあまりにも
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国民の立場でわかりやすく
真実を報道し解決策を示す

発行／日本共産党

木 村 静 枝

﹁住宅リフォーム助成制度﹂の早期
実現を！
︱困難ではあるが考えていかなければならない
﹁住宅リフォーム助成制度﹂については︑昨年度も一般
質問で取り上げました︒その時は﹁瓜連町との合併があ
るので︑その後検討する﹂という答弁だったので︑合併
後検討されたのか質問したところ︑経済環境部長は﹁新
規事業については︑予算の確保が難しい状況のため︑導
入は困難である﹂との答弁でした︒
常陸太田市では昨年度
﹁住宅リフォーム資金助成制度﹂
が好評で︑当初予算は５００万円であったが４００万円
件︒工事総額は申請時で

倍の経済波及効果があっ

木村 静 枝

遠藤 実

遠藤 実

陽子 秋も深まって︑少し肌寒く 陽子 教材費や図書費は︑すでに

源が移っている︒二年前に︑自治

なってきたわね︒お子さんは元 国庫負担がなくなって︑地方に財
気？

夏江 とても元気よ︒ところで︑ 体への地方交付税が突然減らさ

この間出たＰＴＡの会合で︑義務 れた影響で︑教材費などを削った

教育の費用を国が負担している 自治体が出ているのよ︒

制度がなくなるかもしれないっ 夏江 そもそも︑義務教育費を国

てことが︑話題になっていたわ︒ が負担するのは︑憲法が定めた

陽子 義務教育費の国庫負担制 ﹁教育を受ける権利﹂
や︑
国の
﹁教

度のことね︒中央教育審議会の特 育を受けさせる義務﹂を具体化し

地方の要求は

じゃないかしら︒

教育に責任をもたなくなること

別部会というところで見直しを たものでしょ︒なくすのは︑国が

議論しているのよ︒

国の責任で確保

夏江 いまは小中学校の先生や

職員の給料の半分を国が負担し 陽子 その通りね︒だから︑特別

ているんでしょう︒国の負担をや 部会でも﹁制度を堅持すべきだ﹂

夏江 でも︑小泉首相は制度をな

めて︑その分の財源を地方に移す という声が多かったのよ︒
ことなのよね︒

陽子 発端は︑小泉内閣が︑地方 くす方向で文部省の幹部に圧力

への補助金や国庫負担金廃止の をかけていたわね︒

方針をきめたことなの︒何を廃止 陽子 地方や教育現場が本当に

するのかの案を全国知事会とか 求めていることとは違うと思う︒

地方団体につくるよう求めたの︒ アンケートで市町村教育長の約

それで義務教育費も対象になっ 九割が国庫負担制度を守るべき

たのよ︒国は︑財源を地方に移し だと答えている︒

ても︑いままでの分は全額確保さ ﹁国庫負担堅持﹂の決議をあげた

うよ︒

れるし︑地方が自由に使えるよう 市町村議会も千を超えているそ

になるって言っている︒

夏江 でも﹁自由に使える﹂とい 夏江 特別部会では︑十月末まで

うことは︑自治体財政が苦しいな に結論を出すことになっている

か︑ほかの予算に回して教育予算 わ︒地方や教育現場の声をきちん

を減らすかもしれないでしょう︒ と届けていくことが大事ね︒

二〇〇五年十月十五日﹁しんぶん赤旗﹂より
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利用しやすいものとなるよう︑十分な検討をしてほし
いと思います︒

請願審査結果

紹介議員
経済常任委員会

◎ 地域農林水産業活性化を図るための﹁地産地消
自治体宣言﹂を求める請願 ︱︱︱ 不採択

審査委員会

請願趣旨は︑地域産業と地域経済の活性化を図るため︑
地産地消自治体宣言を行い︑その推進を図ることを求め
るものですが︑
﹁時期尚早である﹂という理由で︑反対多
数で不採択となりました︒
今政府の農政改革が進められていますが︑重大なこと
は 財界が 求める 農産物市場の全面開放︑農協事 業の分
割・解体︑農業・農地への株式会社の参入規制の撤廃な
どと一体で進められていることです︒
今こそ宣言をし︑頑張らなければ地域農業はなくなっ
てしまいます︒

紹介議員

教育厚生常任委員会

◎ 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願
︱︱︱ 採択

審査委員会

紹介議員

教育厚生常任委員会

◎﹁少人数学級﹂の導入により︑きめ細かな行き
届いた教育の実現を求める請願 ︱︱︱ 採択

審査委員会

どうなるの？
ニュース問答 義務教育費の国庫負担

を補正増資した︒利用件数は

ことです︒

福祉有償運送の実施内容等について︑検討を進めるとの

今後︑市内のタクシー業の代表者や市民代表の方々と

決定されました︒

いて﹁運営協議会﹂を設置することになり︑その要項が

３月議会で質問した﹁福祉タクシー制度の創設﹂につ

︻お知らせ︼

の答弁がありました︒

えていかなければならないと思っている﹂と少し前向き

く︑本当に必要最低限のリフォームという形で︑当然考

ました︒市長は﹁基準を決めて︑誰にでもというのでな

ーム助成制度﹄は必要ではないか﹂と市長の意見を問い

と思います︒
﹁こういうことを防ぐ意味でも﹃住宅リフォ

住宅リフォームをせまる悪徳業者が増えるのではないか

今度またアスベストに目を付けて︑不安をあおりたて︑

今︑悪質な業者によるリフォーム被害が増えており︑

語ったといいます︒

話題ばかりだが︑明るさ︑希望をもらった﹂としみじみ

たとのことです︒ある大工さんは﹁仕事がないなど暗い

１億４９７７万円となり︑約
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