野田首相は︑関西電力大飯原 は も ち ろ ん 高 齢 者 や 乳 幼 児 医
発３︑４号機の再稼働について︑ 療器具の使用者等の生命︑安全
﹁国民生活を守るためだ﹂︑﹁再 を脅かすことであり︑さけなけ

す︒不況から抜け出すためには︑

しい﹂と切実な声を上げていま

﹁仕事が減り︑なんとかして欲

地 域 工 務 店や 中 小 零細業 者 は ︑

長引く不況とデフレの中で︑

成制度を創設するべきです︒

で︑市でも︑住宅リフォーム助

行政の目的にも合致しますの

祉の増進を図る﹂という自治体

みよい住宅の保障は︑﹁住民の福

国が内需拡大の経済政策を充実

させることはもちろんですが︑

地方自治体における地域の仕事

いま︑全国的にも住宅リフォ

波及効果について︑ 倍︑ 倍

︻回答︼住宅リフォームの経済

おこしも必要だと考えます︒

ーム助成制度の経済波及効果が

て議論されている︒取り入れら

いる︒低炭素社会の構築に向け

長会を通して申し入れをして

要があると考えており︑全国市

かりと捉えながらしていく必

ては︑短期︑中期︑長期︑しっ

ている︒大飯原発の稼働につい

ていただく必要があると思っ

は︑国においてしっかりと考え

︻ 市長回答︼エネル ギー 対策

っています︒また︑住まいを保

に効果があることが明らかにな

おこしに力を発揮し︑経済波及

に広がり︑中小零細企業の仕事

住宅リフォーム助成制度が全国

が急増しています︒このように

は︑

自治体と実施する自治体

在では︑４９４自治体︑県内で

県内では︑３自治体でした︒現

実施自治体は１８０︒うち兵庫

注目されています︒昨年３月︑

と考える︒

創設には︑慎重な対応が必要だ

ることなど公平性の観点から

や︑限られた業種への支援であ

を受けることができないこと

いる中で全ての希望者が補助

ている︒また︑予算が限られて

的な解決には至らないと考え

けの一時的な効果であり︑抜本

の経済波及効果は︑補助期間だ

承知している︒しかしながらこ

の経済波及効果があることは︑

稼働すべきだというのが私の判 ればならないことであるので︑
断だ﹂とし︑再稼働することを 今後とも国の対応を重視する︒
表明しました︒しかし︑
﹁福島原
発事故の原因究明が尽くされて
いない︒安全対策や万一の場合
の避難計画等が進んでいない︒
新たな規制機関も出来ていな
い﹂ないない尽くしです︒この

れる地域の問題と言うことで︑

障することは︑生存権の欠くこ

可欠です︒

こととし︑太陽光発電の普及に努める︒

とから地域新エネルギービジョンは︑策定しない

導入可能な再生エネルギーが限られているこ

てはすぐれていると考えている︒

少なく期待できない︒太陽光発電は立地条件とし

かなりむずかしいと思われる︒水力発電も水量も

発電も年間の平均風速︑立地場所等から導入は︑

︻ 回答︼本市においては︑地熱発電は無理︑風力

要望もおこない︑機会や案件に

２０

とのできない構成部分です︒住

１０

よって対応している︒

ネルギー問題について︑原発か し︑明確な目標を設定し︑計画
らの計画的な撤退と再生可能エ 的に導入していく必要があり︑

市内に眠る自然エネルギー︑
５月５日︑国内にある全ての
原発が止まりました︒市は︑エ 再生可能エネルギーを掘り起こ

１３

ネルギーへの転換を推し進めて そのためには︑地域新エネルギ
いく方向に推移すべきとしてい ービジョンを策定することが不
ます︒

住宅リフォームは、お祝い事としての波及効果もあ
り、飲食店まで仕事が回るなど関連業種は３００に及ぶ
と言われています。また、中小建設業者にとっては、下
請けではなく直接仕事を受ける元請けになれるという
利点もあります。

兵庫県下では、（省エネ
ビジョン策定９自治体を
含む）３３自治体が地域新
エネルギービジョンを策
定していいます。

もとで再稼働と言うのは︑無謀
の極み︒科学的根拠も道理もな
ｋｍ圏内に位置している

く再稼働すべきではありませ
ん︒

は︑産業界への影響が大きいの

ものと予測されている︒停電

産業活動に大きな影響が出る

計画停電等によって暮らしや

ると原発を再稼働させないと

いる︒しかしながら︑現状を見

がらしていくものと認識して

を確認し︑地元の了解を進めな

ては︑国において原発の安全性

︻回答︼原発再稼働の問題つい

申し入れるべきだと考えます︒

市としても政府に対して意見を

８０
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第２回定例市議会は、６月４日に召集され２５日に２２日間の会期を終えました。一
般質問は、６月１１日、１２日、１３日の３日間行なわれ、１３人の議員が質問に立ち
ました。北野のり子議員は、
「１．原発再稼働への対応について」
、
「２．自然エネルギー
を本格的に導入する考えについて」
、
「３．住宅リフォーム助成制度の創設について」
、大
きく三つを取り上げ質問しました。主な内容についてご報告します。

津田・福西・土田・小山・吉富・吉田

の中止を求める意見書提出についての請願

住田・黒田・北野
（退席：吉富） 大矢根・江見・宮路・久保・安田末

消費税増税に反対する意
見書の提出を求める請願
︵住田 由之輔 議員︶
国民に対する大義も︑国益を
追求する政策もないというのが
今国会で審議されている﹁消費
税増税法案﹂の内容です︒各種
世論調査で６割を超える方が︑
増税反対︑どちらかと言えば反
対と︑国民世論は消費税引き上
げに反対しています︒﹁消費税﹂
制度そのものが︑低所得者によ
り負担増になる︑逆累進課税で
あることを政府も認め︑低所得
者対応をとるといいながら︑自
民党︑公明党と密室で会合を開
く中で低所得者への対応をすべ

秋田・岡・津田・福西・土田・小山
住田・黒田・北野

吉富・吉田・大﨑・鈴木・平岡・大矢根

再生可能エネルギーの開発促進等に関する法整備
を求める意見書

全会一致
可決

小・中学校における少人数学級の実現と義務教育
費国庫負担制度の堅持を求める意見書

全会一致
可決

防災・減災ニューディールによる社会基盤の再構
築を求める意見書

森本・北上・宮坂・秋田・松田

岡・津田・福西・土田・小山・多久和
吉田・大﨑・鈴木・平岡

安田忠

民主︑自民︑公明三党の修正

﹁一体改革法案﹂が︑改定して

提出され︑その内容が十分審議

されてもいません︒この間の国

会状況を見ていても︑国民の暮

らしを全く顧みていないのが法

案提出者であることが明らかで

す︒関連する社会保障制度も軒

並み改悪する内容です︒﹁社会保

障制度改革推進法案﹂が︑説明

のないまま突然国会へ︑３党で

年前

合意したとして提出していま

す︒今日の経済状況は︑

兆円と言わ

ょうか︒儲けの一つである企業︑

社会へ還元すべきではないでし

下請け企業の単価引き上げなど

ならば︑労働者の賃金引き上げ︑

あるわけですから︒儲けがある

るのに︑儲けをため込む企業が

活するのにキュウキュウしてい

ます︒不思議ですね︒国民は生

６０兆円へ１８１％も増えてい

の内部留保が１４３兆円から２

いるといわれているのに︑企業

一方︑これほど経済が悪化して

れた﹁当事者﹂になるのです︒

とは結果国民を困難な状況に陥

す︒しかし︑増税を推進するこ

ろうとは思っていないはずで

らしを破壊した﹁当事者﹂にな

れません︒みなさんは国民のく

日本経済に与える影響は計り知

れているので︑国民のくらし︑

は９兆円︑今回は

重く引きずり︑当時の負担増額

に︑消費税を引き上げた結果を

１５

高額所得者に対する優遇税制を

ょうか︒お金が不足しているの

であり︑儲けている企業にさら

に法人税減税で儲けをため込ま

すような不公平税制をしなけれ

ば︑そのお金を国民へ回すこと

ができるわけです︒無駄遣いを

改めることも必要です︒

私たち日本共産党は︑消費税

に頼ることなく国民の暮らしを

改善させる︑社会保障制度を拡

充していく︑日本の経済を活性

化させ︑国の借金を減らす方向

へ道筋をつくることができると

具体的な政策を打ち出していま

す︒ぜひ︑耳も傾けていただき︑

ご一緒に消費税増税しない社会

をつくるため︑国へ意見書を提

出しようではありませんか︒

２７日に行われた委員会では、賛成会派が４、反対会派が３と
いう結果になっています。結論は次回に持ち越しとなりました
が、私たちは、多数決で決めるのではなく、しっかり議論を行
い全会派の合意のうえ結論を出すべきだと考えています。ぜひ、
傍聴にお越しください。

て削除しました︒

％も減

％に

言われる水準︑年収２００万円
以下の労働者が全体の

もなり︑当時から２３０万人も
％を占めるに至り︑貯

増えています︒非正規労働者は
全体の

％に上る日本という国にな
っています︒それらの要因で生
活保護世帯が２倍にも跳ね上が

議場における国旗の掲揚」について検討が進められ、６月

２０

改めればいいのでは︑ないでし

議会では、定期的に議会改革に関する内容を議会運営委員会
において議論しています。現在、智政会より提案された「本会

日本の経済は︑消費税を３％
から５％へ引き上げた直前の１
９９７年と昨年２０１１年の経
済状況を比べると軒並み悪化し
ています︒国民等が受け取る報
酬は２７８兆円から２４５兆円
％減収︒サラリーマンの一
万円へ

１６

２３

金が全くないという世帯が

３６

っています︒

＊７月１１日（水）１０時〜

へ

万円から

４２

世帯当たりの可処分所得は月

１２

っています︒ワーキングプアと

５０

２９

森本・北上・宮坂・秋田・松田・岡
住田・黒田・北野
県立こども病院のポートアイランドへの移転計画

森本・北上・宮坂・松田

消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願

決
不採択・否
決
択・可
採
願・意見書
請

2012 年７月発行
日本共産党川西市会議員団ニュース http://jcp-kawanishi.main.jp/
Ｎｏ．１９

賛否の分かれた請願及び意見
書に対して、住田議員、黒田議
員が討論を行いました。
（黒田議員の討論内容は、次号で
紹介します）

江見・宮路・久保・安田末・多久和
安田忠

大﨑・鈴木・平岡・大矢根・江見・宮路
久保・安田末・多久和・安田忠

＊梶田議員は議長 （敬称略）

