田浦中学校の隣接地に自衛隊海上作戦センター
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田浦中と道路をはさんだ隣地内に海上作戦センターを建設していますが、防衛

うに申し入れた」と答弁しました。しかし、市は「ヘリポートではなく、場外

省は今年の３月になって唐突に、敷地内にヘリコプターを離着陸させる施設をつ
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「海上自衛隊にオスプレイは配備されていない」
（教

くると市議会への報告もなしに地域住民に説明を始めました。
（下図参照）

育長）など、防衛省の説明を鵜呑みにした対応で、住民の不安な気持ちに寄り添

住民からの訴えでこれを知ったねぎしかずこ議員は、地域住民や防衛省からの
聞き取りなどをおこない、６月市議会で市長・教育長に、住民からだされた騒音

う姿勢ではありません。共産党横須賀市議団は、今後も住民の声をもとに引き
つづき追及していきます。

や墜落についての懸念を伝えるとともに、
「住民の納得が得られないままの強行
はさせないことを防衛省に求めよ」と質しました。
市長は、
「防衛省に強行するなという権限はないが、理解が得られるよう求め
ているところ」と答弁。また教育長は「飛来する際には、学校行事に配慮するよ

オスプレイ飛来も否定できない
ねぎしかずこ議員は、防衛省での聞き取りでオスプレイの飛
来については、
「現状では無い」というあいまいな回答をしてい
ることを紹介し、もっと深刻に受けとめるべきだと迫りました。
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共産党横須賀市議団の要請で国会・県会議員団とともに防衛省から
聞き取り。右から大村洋子市議、ねぎしかずこ市議、井坂なおし市議。

海上作戦センターは
世界の平和の流れに逆行
海上作戦センターは、全国の海上自衛隊・自衛艦隊を
統括する幹部が集結することになる地上 6 階建ての上
級司令部であり、核爆発下においても持ちこたえるよ
う、さらに地下 2 階という抗堪性（サバイバビリティ）
を高めた構造となっています。核戦争でも想定してい
るのでしょうか。

ねぎしかずこ議員…「基地ありきでない市政の展
展望を」
市長…「核抑止力の中でしか世界は安定しな
ない」

国際紛争は平和外交で解決するというのが世界の流
れです。基地強化は朝鮮半島の非核化や朝鮮戦争の終
結への努力に逆行しています。

また、ねぎしかずこ議員は、米

事であるが、外交の後ろ盾になっ

ねぎしかずこ議員は、長浦湾のまわりがぐるりと自衛

朝首脳会談も行われようとしてお

ているのが防衛力であり、自衛隊の

隊や米軍施設によって占められている実態を示しなが

り、北東アジアの平和構築が劇的

存在」
「核の抑止力の中でしか世界

ら、戦前に「回帰」するようなこの動きは、横須賀の未

に進もうとしている中、基地あり

が安定していないのも事実だ。
」と、

来を世界の流れから閉ざすことであり、これが、横須賀

きでない市政のありようを展望す

防衛力や日米安保に関連すると思

の閉塞感のおおもとだと指摘。今こそ、
「旧軍港市転換法」

る必要について質しました。

考停止。地域主権とは懸け離れた

で平和産業港湾都市を目指した方向に市政の舵を切り替

国の姿勢に追従した答弁でした。

え、名実とも「転換」すべきと訴えました。

市長は、
「非核化と戦争を起こさ
ないためには、外交努力が最も大
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パリ協定に逆行する 石炭火力は 中止を
を … 脱石炭は世界の流れ
公聴会で１８人が公述、
全員が反対の立場から発言

見が出されました。それぞれ傍聴した井坂なおし議員
は、市民の率直な思いを市長に紹介。市長は、
「審議

省エネ ･ 再エネで地域経済振興を
市長は「経済波及効果がある」

6 月 2 日に久里浜行政センターで、石炭火力発電

会委員や説明会での市民意見を踏まえ石炭火力を取

所建設計画に関する公聴会が県主催で開かれまし

り巻く厳しい現状を認識するとともに、地域の不安や

と期待していますが、専門家の人

た。野比・ハイランド・長沢・津久井・久里浜・浦

懸念を払拭して、信頼と理解が得られるように求め

たちは「固定資産税などは減価償

賀等に住む市民 18 人の方全員が、建設計画に反対

たい」旨の考えであることが 明らかになりました。

却により減少していき、市財政に
一時的な効果しか及ぼさない」
「経

の立場から意見を述べました。

市長は「不安や懸念の払拭を求め
たい」と答弁しましたが…
また、4 月末に開かれた横須賀市環境審議会にて、
出席された委員からも市長意見素案に対して多くの意
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済の持続可能性を損なうおそれ」
を指摘していることを伝えました。
人口減少などで地域経済の停滞

井坂なおし議員

が続いています。省エネ･再エネは地域密着型の産業
として雇用も経済波及効果も期待されています。
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共産党市議団の議会報告

住民の声と願いが届く市政に
安倍政権の文書改ざん、隠ぺい、行政の私物化など、民主主義の根本が壊されています。
一方市政はどうでしょうか。
「事務事業見直し」と称して、高齢者施策を削減したり、くら
しを守る点でも市民に軸足が置かれていません。自治体の第一の仕事は住民の福祉向上
です。共産党横須賀市議団は、「住民こそ主人公」を合い言葉にがんばっています。

ヒバクシャ署名問題
再度取り上げる

被爆者に会うことは承諾
しかし、署名はNO

昨年の夏の核兵器禁止条約の採択を受けて、条約の発効に向け、世界が具体的
に動き出しています。大村洋子議員は「市長もヒバクシャ国際署名にサインを！」
と 3 月議会に続いて再度訴えました。しかし、市長は「核兵器のない世界をどう実
現していくか、政府が見極めアプローチも含めきちんと整理するべき」と答弁し主

シニアパスは削減ではなく充実を
「横浜に比べると横須賀は高すぎる」と市民はみんな知っています
シニアパス比較表

「喜 ば れている事 業だ から、何と
か持続させたい。」担当者はそう言
い つ つも年 齢 を 70 歳 に引き上 げ、
料金値上げの方針を出しました。

大村議員は「65 歳から69 歳の
方は家計に不安を抱えている方が内閣府の調査で 37.7% もいる。」「値上げ
したら、市は高齢者に冷たいなって見られてしまうと思う。」と主張しました。

市は京急バスとしっかり協議をして、本人負担増据え
置きにする努力を！
市は京急バスに「新たなパス」の発
行依頼をすると言います。出来るだけ
市民意見が反映されたものになるよう、
しっかりと協議をしてほしいと思います。

ご存知
でしたか？

生活保護制度
通院の交通費も出ます
大村議員は知らない人も多い通院の際の交
通費について、対象者全員にしっかりお知らし
通
てほしいと訴えました。
て
担当課長はケースワーカーから伝えるだけで
なく、紙でお知らせを渡すことを明言しました。
な
「ご飯を我慢して、交通費を捻出している方も
「ご
いる。知っている人と知らない人がいるのはお
い
かしい。」と追及しました。改善されたかどうか
か
も今後しっかり確認していきます。
も

井坂なおし議員

日本共産党
横須賀市議団

大村洋子議員

体的な意見を一切棚上げしました。
大村議員が「横須賀にお住まいの被爆者の方々の声を直接聞いてもらいたい」
と話を向けると、市長は「ぜひ、会いたい」と快諾しました。

実態に合わない条例は改定が必要
「連続するミニ開発」は明らかな脱法行為
3月議会につづき、6 月議会にも吉井 1丁目開発問題の請願がコモンシ
ティ自治会から出されました。
日本共産党は連続するミニ開発は脱法行為であり、自然破壊が起こってい
ることを重視し、請願に賛成すると同時に、請願を審議する都市整備常
任委員会に議席がないことから、大村洋子議員が一般質問で市長に直接質
しました。

市長は研究の必要性を認める
市長は「（条例の）運用が難しくなった。今後恐らくこれは研究しなけれ
ばいけないと感じている。」と答弁しました。
市内には隣接するかたちで連続している開発が15 件あることがわかって
います。脱法行為の連続開発をすすめることが、人口減少に歯止めをか
けることになるという安易な考えは禁物です。空き家も増えている中で、
大所高所に立った見地からのまちづくりが求められています。

公立なのに、うわまち病院・市民病院も
紹介状がなければ

初診料が 5千円に増額

「3 時間待って診療は 3 分」大病院に患者が集中している実態がよく揶揄
されます。厚生労働省は風邪などの軽症は地元の診療所へ誘導するた
め 400 床以上の大病院へは紹介状がなければ初診料を 5,000 円にすること
を義務化しました。市立病院はこれまでの２倍になります。
しかし、日本の医療の良いところは誰もがどの医療機関であっても自由に医
療にかかれるところです。これが諸外国が羨む国民皆保険制度とフリーアクセ
ス制度です。私たちはこの制度を守る立場から、
議案には反対を表明しました。

いま取り組むべき課題を明確に

日本社会が初めて直面する人口減少問題に対して、いま取り組むべき課題を
明確にして、これからのまちづくりはどのような観点で進めていくのかが問われ
ています。わたしたちに身近な公共施設のあり方を示す計画である「FM 戦略プ
ラン」の策定が始まりました。
数多くある市の公共施設の中で市役所本庁舎は、自治体の中枢であり、顔で
あり、ランドマークの役割もあり、何よりも市民の心のよりどころです。現在の市
役所・本庁舎1 号館と3 号館は34 年前の1984 年に「21 世紀の横須賀市の人口
を55 万人と想定し、それにふさわしいもの」として建てられました。

いま支障がなくとも将来に備えを
井坂なおし議員は、「市民生活を守るための日常業務は円滑に進められてい
るのか」とまず現状を質しました。

市長は「現状では業務に支障はない」と答弁。井坂なおし議員は、いま支障
がないと言っても、土木部や港湾部等が入る 2 号館は建築後 50 年を経過し、
20 年後に建て替えを検討する計画だから、いま出来ることや備えることの足がか
りをつくることはやっておくべきだ、それが必ず後世に役立つと主張しました。

ユニバーサルデザイン化はいますぐ
市役所は、障害の有無、年齢、性別や国籍にかかわらず多様な方が訪れます。
井坂なおし議員は、庁舎内のユニバーサルデザインやバリアフリー化など、い
まできることを積極的に進めるよう市長に求めました。
市長は「継続して取り組んでいきたい」と答えました。ユニバーサルデザイン
は「全ての人のデザイン」です。障害者や高齢者に対する理解が、職員をはじ
め訪れる市民にも深めることができるきっかけになると考えます。

