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市川から

私は ９月市議 会の一 般質問 で︑ 市長の 政治
姿勢と して︑原 発の認 識や震 災対 策︑子 ども
の権利 について 等を質 問しま した ︒今回 は︑
放射能対策などの答弁内容を紹介します︒

SV

里 見公 園な ど５つ の公
園 が０ ・３ 以上な ので
除 染対 象に してい るこ
と を明 らか にしま した︒
しか し︑ 測定は 公園
中 央な ど１ ヶ所の 平均
値 で︑ 側溝 ︑雨ど いな
ど 局所 的に 線量が 高い
﹁ ミニ ・ホ ットス ポッ
ト ﹂の 部分 的な測 定は
しないとしました︒
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放射 能汚 染対 策で︑ が 市内 の学 校給 食で
市 場に は安 全な 食品 使 われ ︑保 護者 から
し か流 通し ない とさ 不 安の 声が 殺到 しま
れ てき まし た︒ しか した︒
し ︑汚 染さ れた 牛肉
市は ﹁今 後︑ 牛肉
の使用は当面自粛し︑
食 材の 産地 情報 を提
供 する ︒市 独自 に野
菜 ・果 物・ 豚肉 ・鶏
肉 等の 放射 性物 質の
検 査を 実施 ︒そ の結
果をＨＰで公表する﹂
と答弁しました︒

ト 車の 普 及を 進 め て
き た︒ 平成 年 か ら
の太陽光発電補助金︑
節 電対 策 など 自 然 エ
ネ ルギ ー の転 換 を 着
実 に進 め てい く こ と
が 本市 に 必要 な こ と
で ある ﹂ との 認 識 を
示 し︑ ﹁ 今後 ︑ 積 極
的 な取 り 組み を 市 民
に 発信 し てい く ﹂ と
答弁しました︒
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除染 費用 につい て︑
市 は﹁ 人災 が原因 であ
る もの につ いては 原因
者 であ る東 京電力 が原
則 負担 すべ きと考 えて
いる﹂と述べました︒

9

原発 の危 険性 は明 ら
かになりました︒私は︑
市川か ら原 発ゼ ロを 発
信し︑ 自然 エネ ルギ ー
こ の間 ︑共 産党 や住
先進市 を目 指す 考え を 民が 独自 測定 を行 い︑
市長に問いました︒
市に 除染 対策 を要 求し
市長 は答 弁に 立た ず てきました︒
企画部 長が ﹁福 島原 発
市 も国 の方 針が 示さ
事故で 市民 は不 安を 感 れた こと を受 け９ 月２
じ︑安 全信 頼も ゆら い 日︑ 年間 １㍉ ︵ 毎時
だ︒原 発へ の依 存度 を ０・ ２６ μｓ ｖ︶ を基
可能な 限り 減ら すの が 準に 除染 する 方針 を決
望まし い﹂ と答 弁︒ 再 定︒ １ｍ ︑ ㎝い ずれ
度︑撤 退の 考え を問 い かで ０・ ２６ 以上 であ
ました が明 言し ませ ん︒ れば 低減 措置 をす る︒

企画 部 長は ﹁ ％
を 目 標と し た節 電 ︑
同 時 に公 共 施設 の 太
陽光発電︑ハイブリッ
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日本 共産党 は５ 月
日 ︑市 長に 放射線 量の
測 定や 除染 対策を 申し
入れました︒
月 市議 会では ︑市
独 自の 除染 方針と 対策
の 強化 を要 求︒ 月議
会 です べて の学校 や保
育 園︑ 幼稚 園︑公 園な
ど きめ 細か い測定 と除
染 ︑市 民と の協働 によ
る 放射 能対 策︑そ のた
め のパ ンフ レット 作成
も提案しました︒
6
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宮久保の塚ノ上公園を測定、入口で0.3μｓｖを超えました（写真）
また、9月15日には曽谷地域の公園も測定。山王公園入口でも
地上50㎝で、0.46μｓｖありました。こうしたきめ細かい測定を行い、
除染が必要です。

９月市議会

議会 請願 が２ 万５千
９月 市議会に 市長は 市立稲 荷木 幼稚園 を廃
筆提出されました︒
止する 条例案を 提出︑ 議員の 賛成 多数で 可決
公 立・ 市立 幼稚園
されま した︒日 本共産 党は本 会議 で反対 討論
がと もに 市民 の多様
を行いました︒反対理由を紹介します︒
な要 求に 応え る方向
こそ 求め られ ている
審 議 会 を 非 公 に幼児教育を担 ってき のに順次廃園では﹃ 文
た歴史がありま す︒公 教都市いちかわ﹄が 泣
開で行う
立は地域の子育 て支援 きます︒
の拠点︑障害児 の受け
入れ︑教育機会 の確保︑
低所得者への保 育料減
免などの役割を 果たし
ています︒

昨年を 上回る 市政ア
ン ケート の回答 がみな
さ んから 寄せら れてい
ます︒
月に ︑市長 に予算
要望を行う予定です︒

るので ﹁特 権的﹂ との
批判がありました︒
市川 市も 議員年 金を

▼市川 市で 歳以上の
高齢 者が５年前と比べ

10

コス ト最 優先 の
廃園計画

政 府は︑ 市町 村合併
に伴 う議員 数激 減など
で破 綻が想 定さ れてい

支える ため 公費負 担を
行ってきたものです︒
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昨年 月 ︑幼児教育
振興審議会 の答申を受
けて廃止計 画が出され
ました︒し かし︑審議
は非公開︑ 議事録もす
ぐには公開 しない︒職
員︑保護者 の意見も聞
かず︑市民 意見募集し
ないなど市 民感情を無
視しています︒

る地 方議員 年金 制度を
今年 ６月か ら廃止 ︒

年間 の在職 で他 の公的
年金 と併せ て受 給でき

市議 会は 議会に 出る
と一人 一日 ３千円 が支
給され る費 用弁償 も昨

年から 廃止 し︑年 間７
００万 円の 節約︒ 日本
共産党 は費用 弁償は

金子貞作 ３３７−６１８４（夜間）

連絡先
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年以上 前か ら受け 取っ
ていません︒

100

倍の 人になりました︒
また ︑市では還暦を迎
えた 人を祝う還暦式を
月 に実施︒元気な高
齢者 が増えることは喜
ばし いことです▼一ヶ
月続い た 月議会も
月３ 日閉会︒私は本会
議で一般質問を 時間︒
決算特 別委員会で 日
から４ 日間︑ 年度決
算を 集中的に審査︒市
政全般にわたり 項目︑
延べ で８時間以上︑委
員会 で論戦のやり取り
を行 い︑実りの多い議
会となりました︒

1

83

10

公立幼稚園を
﹁私立の補完﹂
市は﹁公 立幼稚園は
私立の補完 ﹂としてい
ます︒公立 も私立も共

廃園の理由に ﹁就園
率が低い︒園児 一人当
たりの経費がか かりす
ぎる﹂と︑経費 のかか
る園から順番に 廃園す
る計画︒少人数 学級︑
園区の撤廃など 様々な
工夫をすれば就 園率を
上げることがで きます︒
公立幼稚園８ 園のＰ
ＴＡ会長連名で ︑市長
に﹁先生との信 頼関係
もあり︑素晴ら しい幼
児教育を担って いる幼
稚園を廃園する 理由が
ない﹂と訴える 要望書
を２度提出︒ま た︑廃
園でなく存続を 求める
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写 真は市 内の 公立幼 稚園 ︑市 Ｈ
Ｐから掲載

仕事
くらしの
悩み

9

曽谷 地域の「 街灯を設置 し明るく してほし
い」との要望を受け現地調査を実施（写真）
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