市川市大野町3-116-2
〒272-0805

空き地：曽谷６丁目の代替地
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衆議院第一会館の会議室で懇談

http://www.jcp-ichikawa.com/

金子貞作市議の地域版

TEL・FAX ３３７−６１８４
2012年7月8日 ＮＯ.２１８
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と説 明︒ そし て﹁ 市か
ら公 共施 設な どで 活用
の要 望が あれ ば︑ 払い
下げ る考 えが ある ﹂と
の認識を示しました︒

国 交省 との 懇談 後︑
私は 月 市議 会の 一般
外環 代替 地の 活用 問 質問 で︑ 曽谷 丁 目の
題で６ 月 日 ︑日本 共 代替 地を 特養 ホー ムや
産党志 位和 夫事 務所 を 保育 園な ど公 共施 設と
通じて ︑私 と清 水市 議︑ して 活用 でき るよ う国
岡田県 議︑ みわ 前県 議︑ と早 く協 議開 始す るよ
住民ら は国 交省 ・財 務 う要求しました︒
省と懇談しました︒
そ れに 対し 街づ くり
岡田 県議 が﹁ 外環 代 部長 は﹁ 活用 等に つい
替地の 活用 計画 と曽 谷 て事業者から相談があっ
丁目 ︵６ 千㎡ ︶の ま た場 合︑ 具体 的な 協議
とまった土地を特養ホー が可 能と なる よう 準備
ムや保 育園 とし て活 用 も必 要と 考え てい る﹂
できる よう に払 い下 げ と 答 弁 ︒ 福 祉 部 長 も
られな いか ﹂と 要請 ︒ ﹁民 設民 営に よる 整備
国交 省は ﹁生 活再 建 を基 本に ︑社 会福 祉法
の為に ︑代 替地 を用 意 人か ら相 談が あれ ば協
した︒ 用地 買収 率は
力す る﹂ と答 弁し まし
％に達 して いる ︒今 後 た︒ 私は ︑市 に﹁ 国に
の活用 は︑ 公共 施設 の 代替 地の 無償 譲渡 を求
需要把 握を しな がら ︑ める ﹂よ う要 望し まし
調整を 開始 して いる ﹂ た︒
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現地調査

所有者の特定

連絡事情 聴取

助言・指導

勧

行政命令

公表・標識

行政代執行

の空き 家が 市内 に１ ６
６戸あ るこ とが 判明 し
ました︒
管理 不全 の状 態は ︑
建築物 が劣 化や 老朽 化
により 荒廃 して いる ︒
草木の 繁茂 ︑又 はそ れ
に伴う 害虫 ・害 獣が 発
生して いる ︒施 錠不 備
等によ り不 審者 が侵 入
する等 犯罪 が発 生し や
すい状態を言います︒

６月市議会で︑市長提出の﹁市川市 空き家
等 の適正管理条例﹂が全会一致で可決 ︒日本
共産党も議会で早期制定を求めてきました︒
市内 で管 理不十 分な
空 き家 が増 えて︑ 市民
か ら心 配や 苦情が 増加
しています︒

空き 家は 市内で ２万
６ ６６ ０戸 ︵一戸 建て
は 約３ 千︶ ︒本来 ︑建
築 物や 敷地 等は所 有者
が 適正 な管 理をす べき
で すが ︑管 理不全 状態

市内にある空き家

同意を前提に行う

この間、約４ヵ月程度

「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

本条例では︑空き
家等を適正に維持保
全するための所有者
又は管理者の責務を
明らか にすると とも
に︑管 理不全状 態の
空き家 の所有者 に対
し︑助 言︑指導 ︑勧
告及び 命令を行 うこ
とを規 定︑適正 な管
理を促 し︑良好 な住
環境を 維持する こと
が目的です︒

私は ﹁行政代 執行
をとあ るが対象 は市
内に何 戸あるの か﹂
との質 疑に対し ︑市
は﹁家 が傾いて 危険
な状態 の家屋が ２戸
ある︒ 所有者同 意の
もとに ︑市が必 要最
小限の 対応を代 行す
る場合 があり︑ その
費用は後日回収する︒
市民相 談の窓口 は︑
建築指 導課が対 応す
る﹂と答弁しました︒

７月から再生 可能エ
ネルギー全量買 い取り
制度の施行やマ ンショ
ンの屋上を活用 した発

電が期待されていま す︒
部長は﹁先行市の事 例
や国の動向を見なが ら
調査・検討﹂と答弁︒
③設 置に対 する市内 業
者優遇制度を求める︒

金子貞作 ３３７−６１８４（夜間）

仕事
くらしの
悩み

▼長 期予報では︑今年
の夏 はやや暑くなりそ
うで す︒梅雨が明け︑
本格的な夏の到来です︒
熱中症に気をつけましょ
う︒▼ ６月市議会が
日︑ 閉会︒私は住宅リ
フォ ーム条例提案に対
する 答弁を行い︑議案
質疑 ︑一般質問と出番
が多 くあり︑いささか
多忙 な議会でした︒議
員提 出の条例案は︑議
会多 数で提案理由の説
明及 び委員会付託の省
略を 決定︒提案理由の
説明 もさせない議会は
一体 何なのか︒憤りを
強く感じました︒

連絡先
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を要望しました。

昨年から要望してきた市川大野駅北口の車止め、6月
中旬に内側の3つが撤去され、駅利用者から「これで
通行しやすくなった」と喜ばれています。

6月22日、明け方の大雨で長ぐつなしでは通れな
い道路冠水。住民の連絡うけて大野町2丁目の万
葉植物園通りを現地調査しました。ここは前か
ら排水対策を要望し、最近も排水ポンプの機能
強化を図ったばかりです。6月25日、道路安全課
の課長に実態写真を見せて、さらなる排水対策

写真左が改善前、上が
改善後です

県内の銚子市や茂 原
市は市内業者と契約 す
ると補助金を一万円 の
上乗せしています︒ 市
内経済活性化にも役 立
と要求︒部長は﹁市 内
業者と契約を結ぶ先 進
事例を参考にして今 後
研究する﹂との答弁 に
とどまりました︒

部長は﹁地域の特 性
を生かし︑都市部で の
効果やコストを研究 し︑
普及拡大を考える﹂ と
答弁しました︒

⑤水力など太陽光以 外
の普及促進を求める

万円︒助成金 の増額 ④飯田市のゼロ円シ ス
の求めに対し︑ 環境清 テム設置導入を求める
掃部長は︑﹁現状維持﹂
税金を使わず︑民 間
の姿勢に終始し ました︒ 会社を立ち上げ︑市 民
出資ファンドで普及 に
②共同住宅︵マンション︶ 成功しています︒設 置
の太 陽光設置 助成金 の 者の初期費用の負担 な
創設を求める︒
しの仕組みを求めま し
た︒部長は﹁調査・ 研
究﹂を約束しました︒
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﹁原発ゼロ﹂の世論と 運動の中︑国内すべ
ての原子力発電所が５月 ５日︑運転を停止し
ました︒私は一般質問で ︑原発再稼働に反対
し︑地産地消の立場で再生可能自然エネルギー
の積極的な普及を求めました︒

全ての原発 停止は
年ぶり︒と ころが政府
は国民の世 論を無視し
て大飯原発 再稼働を決
定しました︒
私は市長 に再稼働反
対の姿勢を 求めました
が市長は答弁に立たず︑
企画部長に ﹁原発ゼロ
にこだわら ず︑依存度
を下げて再 生可能エネ
ルギーの普 及を図る﹂
と答弁させ ︑事実上再
稼働を容認しました︒

東京都新宿区の場合︑
都の補助金 などを合わ
せると３㌔Ｗ の場合
万円︒市川 市の場合︑
県の助成金 を入れても

①太 陽光発電の助 成金
の増額を求める︒
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貞作通信

大野町2丁目

