「共同の論戦」で暮らしの願い切り開く

2016年
3月議会

左から︑山口︑高木︑平田︑うつの︑高橋市議

暮らしの願い、切り開きました。
市民運動と議会論戦で暮らし応援に全力!

2016年度予算では、これまで党市議団が地域の皆さんや職場·
市民団体の方々と「共同」をひろげ、粘り強く運動してきた要求
が実を結びました。引き続き力を合わせ、暮らしを守る願い実現
に全力で取り組みます。ご意見·ご要望をどしどしお寄せください。

ついに全公立小中学校に
エアコン設置!
皆さんの長年の願いと請願活動が実り、全校の普通教室、特別支援
教室、音楽室など1427室に設置されます。夏休みに工事し、9月頃から使
用開始になります。市議選の公約実現です。

新松戸北小·中学校の跡地に
市民交流会館がオープン!
市民交流会館が、
この秋から利用できるようになりま
す。子ども達（18歳以下）が無料で自由に利用できるフ
リースペースや軽運動スペース、乳幼児プレイスペース、
自習室などがあります。

駅と市民センターのエレベーター
設置が大きく前進
新年度には常盤平駅南口のエレベーターがようやく完成します。八柱
駅北口についても、市立病院の移転に間に合うよう、来年12月までの工事
完了を目指した整備計画が始まります。
また、新松戸と馬橋東の両市民セ
ンターにもエレベーターが設置される予定です。署名運動など市民の皆さ
んとの取り組みの成果です。
明市民センターなど、
残された施設についても粘り強く取り組みます。

「保育所に入りたい！」願い一歩前進
日本共産党は市民団体「めざせ待機児ゼロ＠まつ
ど」
と連携して「公有地に認可保育所を」
と求め続け、新
年度には廃校の土地（公有地）
に公設保育所が計画さ
れるなど、取り組みの成果が出ています。

―質や安全性の確保は課題―

いっぽう、保育士配置や施設基準が緩和された小
規模保育所が増えるなど、全国的に保育の質や安全性
の確保が課題です。希望するすべての子どもが安全で
質の高い保育を受けられるよう、
引き続き取り組みます。

春木川、栄町西など水害対策が前進
春木川上流部の排水整備事業は、総額で４億
９千万円の予算が組まれました。既に昨年12月か
ら工事は始まっており、
2018年度完成予定です。
また、
栄町西の排水機場整備、
六間川東側地区
でも水門の排水ポンプ増強の工事が新年度実施
され、
浸水被害に対し大幅な改善が図られます。

春木川の水害対策工事

2016年度予算、国のいいなりではなく、真の松戸再生を！
新年度予算で浮き彫りアベノミクスの失敗
大企業や資産家優遇のアベノミクスで格差が広がっています。
大企業減税などの影響で法人市民税は約５億円も減額、市の財
政が圧迫されています。アベノミクスは松戸市の企業には恩恵
は届かず、市内の景気は足踏み状態です。市民の平均給与は少
し上がったとはいえ、消費税増税や物価高で家計は実質マイナ
スです。市の財政、市内業者の経営、市民生活のどの分野を見て
もアベノミクスの失敗が浮き彫りになっています。

国の
「地方創生」
と松戸市の進む道とは
国は大都市圏への一極集中や、TPPによる農業破壊など地方
切り捨てをすすめています。地方創生は、国の政策によって衰
退する地方に対し、国が認める事業に交付金を出すから、地方
が自分で打開策を考えよと自己責任を押し付けるものです。
市議団は、
「従来型の大企業や大型商店誘致ではなく、中
小企業が多く、市内23駅を中心にどこでも暮らせる松戸の特
性を生かし、地域内経済循環の仕組みづくりが大切」と訴え
ました。

今世紀最大の土木予算
100万人の集客をめざす矢切の観光拠点づくりが、数字の根拠も総工費も
示さず進められようとしています。松戸駅周辺まちづくりに加え、新松戸や
北小金、馬橋駅東口、六実などの再 矢切観光拠点（矢切公園）づくり
開発計画から千駄堀の新駅構想ま 松戸駅（東西口）周辺まちづくり
で、大規模計画づくりが目白押しの
北小金·馬橋·六実駅の駅周辺再開発
予算です。
「これら全体の事業費は
新松戸東部の土地区画整理
想像もできない」と警鐘を鳴らす指
千駄堀地域の再開発
摘が議員から相次ぎ、今後、住民目
これらの「計画づくり」だけで３億円
線での慎重な議論が必要です。

住民の願いは子育てや文化の施設

自然環境に恵まれた相模台住宅跡地（新拠点ゾーン）には、大規模な周
辺再整備が必要な大型商業施設ではなく、認可保育所や中央図書館・市民
会館などの文化複合施設こそ必要です。
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ご意見・ご要望を
お寄せください

国でも市でも政治を動かす日本共産党の積極提案
「国政選挙で選挙協力し、野党は共闘を！」
この日本共
産党の提案が、いま政治を大きく動かしています。市議会
でも市民や他会派の議員と共同しながら、暮らしをまも
り、
まちの展望を示す提案を積極的におこなっています。

「子どもの貧困」経済的な支援の手を差しのべよ
第１子に対して幼稚園利用料や保育料を軽減·無償化すること、生活
保護世帯の小中学生への林間学園費用の事前支給と卒業アルバム代
の支援などを提案しました。提案を受け市は「年収360万円未満の世帯
では、多子の年齢上限撤廃及び障害者のいる世帯や１人親世帯は第１
子半額、第２子以降無償とする準備を進めている」
「林間学園費用につ
いては教育委員会と協議する」という認識が初めて示されました。

やればできる！国保料引き下げは急務
高くて払えない国民健康保険料。アベノミクスによる格差拡大、
消費税増税や物価高で苦しむ低所得世帯の２割が国保料滞納と
いう厳しい状況です。
昨年に凍結した一般会計繰入金15億円を復活すれば１人１万円、
また56億円ある国保基金を活用すれば、さらに引き下げが可能です。

市立病院精神科の早期再開と女性特別外来の拡充を

党が提案の
「介護の実態調査」
が実現！

昨年おおきく変わった介護保険制度。党市議団は「市民が直面す
る介護の実態調査を」と求めてきました。３月には一人暮らしの高
齢者、また新年度は事業所を対象に実態調査が実現します。

精神疾患を持つ患者が他の病気を併発した時、精神科のない病
院での入院を拒まれ、行き場を失う事態が深刻化しています。受け
皿となるべき市立病院の精神科は８年間も休診したままです。市民
の切実な要望である精神科再開に向けて県や国への働きかけを強
く求めるとともに、女性特別外来の拡充も求めました。

コミュニティバスの導入を!

豊かな学校教育を子どもたちに

高齢者や交通不便地域の住民の要望に寄り添い、党市議団が繰
り返し提案してきたコミュニティバスの導入。ついに、市は「アンケー
ト調査等によって交通不便地域の想定を行
い、各地域の実情と必要性に応じて、デマン
ド型交通やコミュニティバスなどの導入を進
めていく」という具体的な見解を示しました。
野田市のまめバス
さらに声を強めて実現を目指します。

１人ひとりの子どもに向き合えるよう教師の多忙化解消を求めま
したが、研修や行事を見直しているものの、超過勤務の減少には至
っていない状況です。また、運動会の組み体操について質問し、学
校現場の合意と生徒の安全を第一に進めていることを確認しまし
た。さらに、学校施設の大規模修繕を計画的に始めるべきと提案
し、
「2016年度に計画を策定し次年度設計、2018年度から改修工事
を開始する予定」という答弁が示されました。

̶ 国の暴走の中で問われる市長・議会の姿勢 ̶
市

長

議

市民まきこむ安保関連法
（戦争法）
に市長ダンマリ

会

住民の願いに逆行する議案に次々に賛成

日本中の憲法学者が違憲と断じた安保関連法。森田県知事は
「合
憲」
、
また野田市長は
「違憲」
と態度を表明しています。
「安保法を合憲と考えるか」
との質問に市長はダンマリ。法が発動す
れば、市民の権利や自由を制限する側となる行政の長としてあまりに
無責任な態度です。

低所得世帯の子どもに学ぶ機会を保障するための高校入学資金貸
付制度。返済の取立てを強化する議案の他、
紹介状無く市立病院を受
診した場合、
5000円を追加徴収する議案などが出されました。日本共
産党は高齢化や子どもの貧困対策を求める声に逆行すると、厳しく抗
議し反対しました。

「教育の中立」の原則を貫き、政治介入はやめよ

平和と福祉を守れ! と求めた意見書も無批判に否決

「教育は専門分野であり、
もっぱら教育委員会が担う」
としつつも、
組
み体操の中止など、
教育内容に介入する市長。教育への政治介入が軍
国主義教育を生んだ反省と自覚に立ち、
教育の中立を堅持すべきです。

日本共産党と社民無所属クラブが共同提案した
「安倍首相の改憲発
言」
や
「社会保障費削減」
の撤回を求める意見書に、
自公は反対討論もせ
ず数の力で否決。国言いなりの市議会では、
市民の暮らしは守れません。

3月議会のおもな議案に対する各会派の態度
結
果

○：賛成 ×：反対（原案に対しての態度）
2016年度一般会計予算
一般職の職員給与に関する条例の一部改正
市議会議員の議員報酬に関する条例の一部改正
特別職の職員の給与に関する条例の一部改正
高等学校入学資金貸付条例等の一部改正(取り立て強化)
病院事業使用料手数料条例の一部改正(紹介状無し5000円)
市民交流会館条例の制定(新松戸学校跡地活用)
契約の締結(小中学校へのエアコン整備)
首相の「改憲発言」を撤回し憲法遵守を求める意見書
社会保障費削減の撤回を求める意見書

予算
一般議案
一般議案
一般議案
一般議案
一般議案
一般議案
一般議案
意見書
意見書

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
同意
否決
否決

日本共産党

公明党

まつど自民

日本共産党は3月議会で審議された51の予算、議案、
意見書に対し、35件に賛成、16件に反対しました。
市民クラブ

清松会

市民力

社民無所

無

中田
京
関根ジロー
増田
薫
ＤＥＬＩ
二階堂 剛
大塚 健児
原
裕二
谷口
薫
山中 啓之
桜井 秀三
箕輪 信矢
大橋
博
中川 英孝
山口 栄作
大井 知敏
岩堀 研嗣
市川 恵一
渋谷 剛士
深山 能一
末松 裕人
大谷 茂範
小沢 暁民
平林 俊彦
田居 照康
張替 勝雄
木村 みね子
鈴木 大介
石井
勇
杉山 由祥
岩瀬 麻理
松尾
尚
鈴木 智明
諸角 由美
織原 正幸
飯箸 公明
伊東 英一
高橋 伸之
石川 龍之
城所 正美
平田きよみ
山口 正子
高木
健
高橋 妙子
宇津野史行

会派

2016年3月市議会
主な審査結果一覧表

あなたの気持ちにぴったりな会派・議員は？

× × × × × ○○○○
○ ○ ○ ○ ○ ○○○○
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× × × × ×
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○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
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○○○／○○○○○
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○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○×○○×○
○○○○×○○×○

○○○○○○○○○
※
○／○○○○○○○
○○○○○○○○○
○／○○○○○○○
○○○○○○○○○
○／○○○○○○○
○○○○○○○○○
×／×××××××
×××××××××
○○

○○
○ ○ ○ ○ ○
××
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ××××××××××××××××／×××××××
会派名の略称：社民無所→社民・無所属クラブ

○○○○×
○○○○×
×××××
×××××
○○○○○
○○○○○
○○○○○

○○○○×
○○○○○
×××××××××○○○○○

無→無所属 ／：欠席 ※：議長のため採決には加わらない

〈敬称略〉

毎月第３木曜日に弁護士と共にくらし・法律無料相談を行っています。
【要予約】お問い合わせはこちらへ→℡047-349-1544

あなたのご意見をお寄せください

電話、FAX、メールのあて先は表面にあります。

