【

月議会】

職員ボーナス

くらし、いのちを大切にする市政へ、今年もがんばります
５万５０００円減給
月

日開催され

総額２７００万円
第 ３ 回 臨 時議 会 が
ました。 国の 人事院 勧告に より、 那珂市
職員のボ ーナ スが平 均５万 ５００ ０円減
額されま した 。それ と連動 して特 別職や
教育長も下がりました。
木村静枝議員は、
「職員の給与が下がれ

いしては 、残 酷な「 非正規 切り」 を競い
合ってき たこ とが、 今日の 深刻な 事態を

年４月から、福祉循環バスが

福祉循環バスが有料化

平成

有料化となり、 一回乗車で １００円に

つくりだしてきたのです。
労働者 から吸 い上げ た金 はどこ へいっ

なります。定期 乗車券や回 数券なども

大企業が 空前 の利益 をあげ ても、 労働者

ら約４０ ０兆 円へと ２倍に なりま した。

がら、利便性の 向上をはか るため」と

活用し、運行経 費もできる だけ抑えな

有料化につい て「福祉バ スを有効に

検討しているようです。

たのでし ょう 。企業 の内部 留保（ 貯金）
年間で急増し、 約２００兆円か

には分配 され ず、大 企業が ため込 んでし

しています。最 初一回２０ ０円、子ど

はこの

まったの です 。国民 の暮ら しは豊 かにな

も

円 の 案 も 出さ れ ま し たが 、 議 会

らず、家 計と 内需は 土台か らやせ 細って

10

みともろ さが 、世界 経済危 機にさ いして

しまいま した 。そう した日 本経済 のゆが

どもは無料となりました。

の声を反映し一 回１００円 になり、子
も、一気 に噴 き出し 、最も 残酷な 形で猛
威をふる って いるの です。 これが 今起こ
っている 事態 です。 労働者 の賃金 を削る
のではな く大 企業は 社会的 責任を 果して
もらいたいものです。

那珂市議会議員 木村静枝

電話 ０２９ ２
- ９８ ２
- ０６４

市政への注文、なんでも生活相談、医療、
子育て、その他でお悩みの方、お気軽にお電
話下さい。個人の秘密は厳守します。

◆市負担 １５００万円

ば、また さら に民間 の給与 が下が る。ま
すます購 買力 は落ち 、景気 に深刻 な影響
を与える」とただ一人反対しました。
今、需 要が落 ち込み 、安 売り競 争も激
化し、倒 産す るとこ ろも増 えてい ます。
その原因 は、 労働者 の所得 が奪わ れたこ
とにあり ます 。雇用 者報酬 は１９ ９７年

兆円も少なくなりました。

の２８０ 兆円 から、 ２００ ９年に は２５
３兆円へと

兆円も落ち込みまし た。労働法制の

特に最近 の一 年間で は、た ったの 一年で
約

の削減競 争に 走り、 正社員 を非正 規雇用
労働者に 置き 換え、 過酷な 賃下げ とリス

２４０万円～２５０万円
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トラをす すめ 、そし て世界 経済危 機にさ

◆予算（１人１００円）
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２万４０００人～２万５０００人
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規制緩和 をす すめ、 大企業 が労働 コスト
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国民の立場でわかりやすく
那珂市議会議員

真実を報道し解決策を示す

木 村 静 枝
菅 谷 4494-1

年度か ら計 画さ れて いた

上菅谷駅計画見直しで
橋上化なし
平成
上菅谷駅舎の建 替えについ て、
「見
直し」の報告がありました。
その理由として、
① 上菅谷駅の乗 客数は減 少の傾向
にあり、将来 の需要予 測を下回

◆昨年利用者 ６７６人

◆変更計画

地平駅舎＋公衆トイレ

一般質問内容が自由に
取り上げられるように

木村静枝の

数を１００人と見込み 今年

予算を組んでいます。

万円の補正

「 那 珂 市 でも 肺 炎 球菌 ワ ク チン 予 防 接

種に公費 助成を してほ しい 」と要 求しま

した。

生懸命が んばっ ている よう なので 期待し

市長は 、最初 「長妻 厚生 労働大 臣が一

肺炎球菌ワクチン予防接種に

万円ぐら

万円ぐらいなら対応できる

全員賛成で採択 意見書を国に提出

ことを求める陳情書

求める意見書を政府に提出する

◎ 改正貸金業の早期完全施行等を

全員賛成で採択 意見書を国に提出

◎ 教育予算の拡充を求める請願

陳情 ・請願

しました。

示を出し ていき たい」 と前 向きな 答弁を

のではな いかと 思うの で一 応担当 課に指

市長は「

いか」と迫りました。

いの予算 で命を 守るこ とが できる ではな

る行政が決断をしてほ しい。

たが、木 村議員 は「住 民の 一番身 近にい

ら適切に 判断し ていく 」と 渋って いまし

ている。 他の市 町村の 動向 を踏ま えなが

一般質問
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公費助成を
市長「対応するよう指示」

年度に次

肺炎 球菌 ワク チン 予防 接種 に対 する公
費の助成を 求める質 問は平成

いで２回目です。前回は、
「 国において有
効性、 安全 性が 認め られ てい ない ので、
市単独 の助 成は 行い にく い」 とい うこと
で実現しませんでした。
しか し今 、新 型イ ンフ ルエ ンザ の流行
で、治 りに くい 肺炎 の併 発も 多く なって
いると いう こと です 。近 年、 ペニ シリン

％にも及ぶと言わ

％減らす
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る状況にある ことから 、自由通
路の必要性、 緊急性が 計画時に
比べて低下している。

◆利用者（１日平均）
１１００人
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② 現在の市の財 政状況や 整備規模
の妥当性（費 用対効果 ）から考
えると、整備 計画の見 直しが必
要である。
以 上 の こと か ら 、駅 舎 の形 態 に
つ い て も、 橋 上化 から 地 平駅 舎 に

通路 ４億６５００万円

計 画 を 変更 す ると の報 告 があ り ま

％ないし

などの 抗生 物質 が効 きに くい 肺炎 球菌が
増加し、

％、死亡を

０円を 補助 して おり 、過 去の 実績 から人

高萩 市で は、 ６０ ００ 円の 半額 ３００

クチンの効果は実証済です。

との海 外報 告も ある と聞 いて いま す。ワ

すれば、入院を

ンフル エン ザと 肺炎 の両 ワク チン を接種

です。 また 、高 齢の 慢性 肺炎 疾患 者にイ

ような 耐性 菌に も効 果が ある とい うこと

れてい ます 。肺 炎球 菌ワ クチ ンは 、この
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那珂 タイム リー「 ９月 議会報
告」で 取り 上げた 議員 の一般 質問
内容の 制限に ついて 、来 年度か
ら、ど の委 員会の 所管 内容で あっ
ても、 自由 にとり あげ られる よう

30

12
駅舎 ４億４６００万円

18

81

になり、本来の形に戻りました。
また 、議 員の数 が少 なくな った
ことか ら、 常任委 員会 が３つ に縮
小され まし た。議 会広 報委員 は、
内容を 充実 させる ため に７名 と多
くなりました。
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した。

◆現計画の当初予算

整備が進む上菅谷駅前

