
11 月 9日、日本共産党市議団は新年度予算委対する要望
書を提出しました。　（写真は、右からねぎしかずこ市議、
上地市長、大村洋子市議、井坂なおし市議）
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　大村議員は60 年の横須賀市政を振り返り、歴
代の市長の特徴を挙げながら、上地市長に直球
で質問しました。
　市長からは「よわい63 歳、数々の挫折や失敗、
経験をしてきた。人生の難しさ、苦しみ、楽しみ
を知っている。横須賀への愛の深さ、横須賀の
可能性を信じている。政治経験の中で政治の要
諦を多少なりとも心得ている。」と人間味のある
丁寧な答弁が返ってきました。
　この強みを市政にどう生かすのかが問われ
ます。

　大村議員は「上地市長は市議会議員初当選後、
すぐに市内 12 カ所の保育園を視察し、施設の
老朽化対策や貧困問題、ひとり親の現状につい
ても言及され、私たちは問題意識を共有している
感を持ち親しみを覚えた。ぜひ、子ども施策を強力
に前進させてほしい。」と迫りました。
　市長は「所得が高かろうが低かろうが、最低限

の保障は必要」と述べ、
所信表明で明らかにし
た小児医療費助成を
中学 3 年生まで、所得
制限は撤廃という施策
を実行すると改めて約
束しました。
　このように、子育て
支援などでの前進面が
見られますが、大型公
共事業を志向してお
り、高齢施策など福祉
へのしわ寄せが懸念さ
れます。

　４月に入学するのに入学準備の学用品購入費
が支給されるのは10 月です。余りにもお役所
的で改善は急務です。
　中学1 年生は対象者を把握しやすく、前倒しの
支給は比較的スムーズですが、小学1 年生では就
学前の時点で対象者を把握するのに難しさが伴
います。
　教育長から「本来は入学前に支給するのが正
しい姿。一番いい方法を検討して新たに提案し
たい」と、前向きな答弁がありました。

　市長は「米海軍基地、陸・海・空の自衛隊、
防衛大学校が所在する横須賀が、日本の安
全保障を支えているという現実に、誇りをも
つべきであるというふうに考えている」と歴
代の市政より踏み込んだ姿勢を示しました。
　大村議員は「横須賀が事実上の母港に
なっている原子力空母の艦載機が厚木基地
でごう音を轟かせ訓練している。大和や綾
瀬の市民に対しても誇りを持つべきと言え
るのか」と追及すると、「申し訳ないが、こ
ういう言い方しかできない」と苦しそうに答
弁しました。しかし「誇りを持つべき」とい
う考えに拘泥しました。

　６月に行われた市長選挙で新たに上地克明市長が誕生しました。９月議会では
新市長の所信表明を受けて代表質問が行われ、日本共産党市議団からは大村洋
子議員が代表して質問に立ちました。大村議員は上地市長の基地や安保に対する

　万代会館、産業交流プラザ等を巡って、共産
党市議団は利用者の意見を軽視して削減優先で
進めてきた前市長の計画撤回を迫ってきました
が、上地市長は現行計画に「待った」をかけ、
一時凍結しました。
　「市民参加の手法を積極的に取り入れるべき
だ」との大村議員の指摘に、市長は「プラン推
進であり方を検討していく際に市民との協働は欠
かせない」と、市民参加についても明言しました。
今後示される計画をしっかり注視しさらに働きか
けていきます。

　中小企業振興に重きを置く市長に対して、大村
議員は住宅リフォーム助成の復活と公契約条例の
制定を提案しました。現行の制度は二世帯住宅
や空き家バンクなど対象が限られ応募者も多くあ
りません。
　市長は住宅リフォーム助成については「景気の
動向を注視し当面は現行の事業を継続」という
答弁でしたが、公契約条例については「慎重に
判断」と言いながらも「本市で採用するとしたら
どのようにしたらよいか研究したい」と、答弁し
ました。
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　来年度から国民健康保険は県に移行されますが、
あくまでも基礎的運営主体は市です。国保は本来、
国が責任をもつべき「社会保障制度」ですが、十分
ではありません。それだけに市の役割が重要です。
　井坂なおし議員は、一人当たりの平均の保険料が
1980 年代の３～4 万円台から2000 年代には８～ 9 
万円台と上がり続ける一方、加入世帯の平均所得は

1990 年代の276 万円をピー
クに下がり続け、2015年には
130 万円台にまで落ち込んで
いることを明らかにしました。
　さらに、加入者の構成が年
金生活者や低所得の高齢者が
多くなっている現状の中、国保
会計の国庫支出金の割合が
1980 年代には50％を超えて
いたのに、今ではおよそ25％ま

　市長は小児医療費無料化に対する「国庫負担金
の減額措置（いわゆるペナルティー）の全面廃止」
と、「市民の負担が極力抑えられた上で安定した制
度運用ができるよう適切な支援を国に求めていく」と
約束しました。
　さらに、井坂議員は子どもが多ければその分負担
が増えてしまう国保料に、横浜市のような「子ども割」
を導入し負担軽減をはかるよう提案しました。市長
は「検討していきたい」と答弁しました。

　大村洋子議員は一般会
計決算の認定に反対討論
をおこないました。米海
軍の軍人・軍属が横須賀
にはたくさんいる、だから
それを利用しない手はな
い…、横須賀の施策には
『良き隣人政策』に依拠し
たものが多々あります。『英

語が学べるまち』路線もその一つ。ひとり一人
は優しいアメリカ人でも紛争地域で戦う兵隊で
す。強いストレスにさらされた米兵が起こす犯
罪と隣り合わせはもうゴメンです。

　特別会計では、昨年厚生労働省が報告した
「我が事・丸ごと地域共生社会」が社会保障制
度の根幹を変えてしまう危険性を持っていること
から、市の責任ではないにしても、この危険な
流れに添った国保、後期高齢、介護、病院の
特別会計決算であるとして不認定としました。
　「自助」「互助」「共助」をことさら強調するこ
とで、憲法第25 条生存権で保障されている社
会保障の考えを180 度改悪する内容です。福祉
のお金を削ることが1 番の目的で出され、国の
役割を投げ捨てる流れを認めるわけにはまいり
ません。

　ソレイユの丘は、新しい
キャンプ場や海岸へ繋がる
散策路が整備され、市内
外から年間70 万人近くも
訪れる人気スポットです。
　ところで、公園に隣接し
て米軍基地があることをご
存じでしょうか。
　この基地は「長井通信

試験所」と呼ばれ、修理の終わった米艦船が相
模湾で試運転を実施する際、艦船の射撃統制シ
ステムの試験と調整を行うところと言われ、運用
時に米軍関係者がやってきます。
　ねぎしかずこ議員は、「長井海の手公園」が
米軍長井住宅の跡地に誕生したように、返還さ
れずに残ったアンテナ基地もなくし、もっと楽し
い公園になるよう国や米軍へ働きかけることを
求めました。

　電力需要は昨年と比べても減少。その中で井坂議
員は国内総生産（GDP）は上昇しているのに、電力
需要は省エネや節電効果などで減少していることを
強調し、新たな火力発電所が必要でないことを示し
ました。また、日本が「パリ協定」批准に出遅れたこと、
国際レベルに追いつく再エネの技術開発の必要性、
またその技術開発が新たな経済発展につながること
などを示し、石炭火力からの脱却を主張しました。
　市長は「フランスやイギリスがCＯ 2 削減に化石燃

　井坂議員は横須賀市民憲章で「市民と企業・行
政がともに手を携えて郷土の歴史と文化を尊重し、
さらに魅力あるまちづくりを進める」とあることを示
し、事業者の協力を求めるべきと主張しました。
　市長は「共産党的弁証法に基づけば、経済と環
境は両立できると考える。内心忸怩たる思いもある
が、いまは発電所建設を容認する」と答弁。井坂議
員が環境保全についてはしっかり意見を言ってほし
いと求めたのに対し、市長は「間違いなくする」と
断言しました。
　1 月には環境影響評価準備書が公表される予定で
す。引き続き私たちは、市と事業者の今後の対応を
注視していきます。

　石炭火力発電所建設計画は時代遅れであり、世界
の流れに逆行、持続可能な地域社会の形成をめざ
す市の計画とも相容れません。井坂なおし議員は民
間企業である事業者に対して、将来の日本社会を見
据えた事業展開に努めるよう提言することを市長に
求めました。
　市長は「環境に大きな影響を与える可能性のある
場合、環境への配慮については事業者に言うべきこ
とは言う」と答弁しました。
　井坂議員は横須賀の空気は都会にはない貴重な
地域資源であり、保全と有効活用について質すと、
市長は共感し、事業者に適切な環境保全措置を求め
ていくことを明らかにしました。
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料をなくす動きなど、世界の潮流も理解している。
国や県の動向を見極めたい」と述べるにとどまり、
計画見直しの意見表明には消極的でした。
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