市川市大野町3-116-2
〒272-0805
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発言する参加者（奥が市側・駅南公民館８月24日）

とし ︑発注 業者 を市
川市 に本社 をも つ事
業者 に限る など ︑市
民が 利用し やす く︑
経済 効果を 期待 でき
る制度です︒
９ 月市議 会の 補正
予算では ︑ 件分・
６０ ０万円 を追 加計

待 機者 解消 のた め︑
曽谷 ６丁 目の 外環 代替
地に 特養 ホー ムを 建設
してほしい︒
市 は﹁ 民設 民営 によ
る整 備が 基本 ︒相 談が
あった場合は検討する﹂
と述 べま した ︒私 は︑
﹁国 有地 なの で福 祉部
は積 極的 に活 用を 検討
する ﹂こ とを 強く 求め
ました︒緊急時のショー
トス テイ のベ ッド 拡充
について︒市側は︑
﹁事 業者 に要 請し てい
るが 常に ベッ ドを 確保
する のは 経営 上難 しい
上しました︒
今後も 木造 住宅 の
耐 震改修 を促 進す る
た め︑啓 発や 制度 拡
充 を求 めて い きま す︒

状 況︒ 今後 関係機 関及
び 施設 との 連携で 対応
する﹂と述べました︒

医療 費助 成を現 物給
付にしてください︒
市側 は﹁今 年 月に
向 けて 検討 してい る﹂
と 述べ ︑所 得制限 撤廃
に つい ても 市は﹁ 検討
し てい く﹂ と述べ まし
た ︒今 年の 要請項 目は
項 目︑市 側か ら回答
が寄せられました︒

側溝整備を市に陳情

宮久保6‐26の側溝は老朽化し、
蓋もなく雨が降ると土砂がたまり

流れが滞ります。住民が掃除して
いますが、このほど道路安全課に、

側溝の改善を要望しました。

大町 市営住 宅の 入居者 から
「夫が車いすなので１階の階段

み なさ んに お配 りし た市 政ア ンケ ー トの
回 答 が次 々寄 せら れて いま す︒ 私は 現 地を
調 査 し︑ 緊急 性の ある 場合 は直 ちに 市 に要
望 し てい ます ︒引 き続 きア ンケ ート に ご意
見やご要望をお寄せ下さい︒

ると回答しました。

査し、住宅課に８月設置を要望
しました。

し、適正な管理を地権者に指導す

をスロープにしてほしい」と要
望がありました。私は現地を調

る陳情を市長に8月28日、住民と
ともに提出。水と緑の部長が対応

社会保 障推進市 川協議会 が毎年
実 施する自 治体要請 行動は８ 月
日 ︑駅南 公民館で 社会保障 の充実
を 求めて 市川市と ２時間懇 談しま
し た︒業者 や医療関 係者など 名
が参加︒私も発言しました︒

昨年 ７ 月か ら﹁ 木 造
住 宅防災 リフ ォー ム
助 成事業 ﹂が スタ ー
ト し︑申 し込 みが 増
え ていま す︒ 目標 の
件となりました︒
この事 業は ︑地 震
対策に有効なリフォー
ム 工事を 助成 の対 象

斜面緑地で市に陳情

12

「保険料が高い」という声が寄せられて
います。保険料段階が、第１〜３段階で、
２人世帯で収入が155万円以下（生活保護
を基準）の方は保険料が減額される場合
があります。申請が必要です。預貯金等
の要件もありますので、ご相談ください。
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●介護保険料減額の申請を

階段をスロープにして下さい

地権者が大野町3丁目の斜面緑
地を造成し、違法倉庫を建設（写
真）斜面緑地の適正な管理を求め

「しっかり発言、きちんと報
告します」 市政に関する、
ご意見・ご要望をお聞かせ下
さい。メールアドレス
kyousankaneko@yahoo.co.jp
発行：日本共産党市川市議団議会報告

﹁増 税されたら くらしは 成り立た

比例定 数を

削減しても

11億円

なくなる﹂﹁商売がたちゆかない﹂

みんなの党

民 主・自民・ 公明が消 費税増税

23億円

億円で

す ︒﹁ 国会 議員 が まず 身を 切 る﹂
の であ れば 政党 助 成金 こそ ︑ 廃止
すべきです︒

公明党

法案 を強行成立 させまし た︒増税

101億円

勢力は国会ではいま多数派ですが︑

自民党

国民のなかでは少数派です︒
増 税の実施予 定は２０ １４年４

56

受け取らず

日本共産党

月か らです︒増 税実施ま でには必

168億円

増｢ 税 の前 に やる こ
と があ る﹂と いう 政
党 もあ ります が﹁ や
る こと をやっ たら 増
税 ﹂で は︑問 題は 解
決できません︒
日本共 産党は ①
﹁ 能力 に応じ た負 担

8億円

社民党

ず衆 院選︑参院 選があり ます︒こ

交付額
政党名

の選 挙で民・自 ・公の増 税連合に
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民主党

の原則﹂にたって税・
財政 を改 革す る︑②
国民 のふ とこ ろをあ
たた めて 経済 を立て
直す ︑と いう ２つの
柱の 改革 を同 時にす
すめ ︑消 費税 に頼ら
なく ても ︑社 会保障
を 充 実 し︑ 財
政 危 機 打開 の
道 を 開 くこ と
を ﹁ 提 言﹂ ︒
こ れ を かか げ
て ︑ 増 税阻 止
の た め にが ん
ばりぬきます︒

金子貞作 ３３７−６１８４（夜間）
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仕事
くらしの
悩み

▼連 日の猛暑︑きびし
い残暑が続いています︒
しか し２日は︑お盆以
来︑ 半月ぶりに雨が降
り︑ 久しぶりに︑過ご
しや すくなりました︒
▼高 齢者を狙った振り
込め 詐欺に気をつけま
しょ う︒最近は︑市川
大野 駅で弁護士風の若
い人 に５００万円を渡
して しまったとの報道
があ りました︒▼市議
会は ７日︑本会議をひ
らい て︑９月定例市議
会を 開会します︒会期
は 日間の予定︒みな
さん のご要望を市政に
反映します︒

連絡先

厳しい審判をくだしましょう︒
﹁消費 税増税の実 施を許すな﹂
﹁消 費税増税関 連法案を 廃止しよ
う﹂ー世論と運動を広げましょう︒
﹁消 費税増税の 実施中止 を求める
署名﹂にご協力ください︒

増 税で浮く財 源を高速 道路︑巨
大港 湾などにま わす条項 を法の付
則に 盛り込みま した︒﹁ 社会保障

10万3000円
●40歳未満単身

に使う﹂という建前まで投げ捨て︑
増税の根拠も破綻しています︒

240万円

●保育公的責任をすてさる

9万5900円

「子ども・子育て新システム」導入
（大和総研の試算から）

●介護保険料・利用料の引き上げ

300万円

＋

●高齢者を「姥捨て山」に追いやる制度の温存
●70歳〜74歳の医療費窓口負担２倍に

負担増
10万7000円
16万7600円
25万円

●支給額の引き下げ
●支給開始年齢の先送り

年収
世帯構成
●40歳以上４人 300万円
世 帯 （ 働 き 手 1 500万円
800万円
人）

（２）
２０12年9月9日
ＮＯ.２20
貞作通信

