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　　　刻な台風被害を受けたなか、下水道 
　　　施設の浄化センターを管理する職員
は、台風だけでなく大雨のときなど、状況に
よっては泊まり込み、非常時に備え体制を
組んでいます。水道や下水道などは、私たち
の暮らしになくてはならない重要なライフラ
インであり、それを維持する上下水道の職員
が２０１８年度は７人の欠員があったことが井
坂なおし議員の質問でわかりました。
　横須賀市の上下水道局は全国的に高いレ
ベルの技術力や知見を持っており、これを
維持していくことが求められています。２０１８
年度は国が水道法を改正し民営化を進める動
きが表れた年でもあります。起伏があり平地
が少なく水道・下水道の条件が厳しい自治体
は、一般会計予算から上下水道事業会計へ繰
り出しせざるを得ません。民営化か料金値上
げか選択が狭められている現状を、国はきち
んと受け止めて、防災・災害対策の観点から
財政措置を行う必要があります。引き続き私
たちは、皆さんが安心して暮らせるまちづく
りを目指します。

　　　号台風によって屋根がめくれ上がり著しい雨漏り
　　　となりました。現在、園児たちの保育は隣接の
鴨居小学校で行われています。急きょ臨時議会が開かれ、
設計・建設合わせて４億３,５００万円の補正予算が可決。
来年度中には新園舎開設となる運びです。

　　　発をしようとする事業者は市からの開発許可 
　　　が必要で、その許可基準をどうするかは、まち
の風景や環境、住民の安全など、住みよいまちづくり
に大きな影響を与えます。今回、その開発許可基準を
変えようとする条例案が提案されました。
　市は「同一の事業者が１団の土地の開発をする際、
１期２期と細分化して行い、１団の土地に対する厳
しい開発許可基準を逃れようとすることを規制する
ため」として、引き続く次の開発までに一年を置く
という条例改正案を出してきました。
　ねぎしかずこ議員は、パブリックコメントでも「こ
れでは開発許可基準逃
れを抑制できない」と
いう厳しい意見が相次
い だ よ う に、「逆 に、
１年しのげば２期目の
開発行為を可能とする
抜け道を与えるような
もので、一定期間を設
ければよいというもの
ではない」と指摘。市
民側に軸足を置いた条
例改正を求め、反対し
ました。

台風直撃　鴨居保育園が損壊
補正予算で新園舎設置へ

市内の公立保育園は

市民側に軸足を置いた

　　　本共産党市議団は３年前には上町保育園、
　　　鶴が丘保育園、今年６月には森崎保育園、台
風の後には鴨居保育園と市内の保育園を視察してき
ました。どの保育園も老朽化が著しく「雨漏りが困
る」「壁が剥がれている」など保育士さんから切実
な声を聴いてきました。市は「公立保育園再編実施
計画」で廃止、統合、民営化を進めていこうとして
いますが、今、この時にも危険な状態であり、早急
な打開策を講じる必要があると思います。大村洋
子議員は委員会質疑の中で強く訴えました。
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１５号台風によって屋根がめくれ上がった鴨居保育園

●台風15号　
【市内停電】 最大約３万世帯  【倒木 】443件
【がけ崩れ】２２件  【建物】 一部損壊 865件
※最大避難者数 23世帯 52人
●台風19号　
【市内停電】最大約２万2,300世帯
【倒木】 197件  【がけ崩れ 】10件  【建物】一部損壊 197件
※最大避難者数　793世帯1,598人

10月31日現在

市内の被害状況

がんばります

くらし優先、災害に強い横須賀へ
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 今回の市長提案には、駐車場など
施設使用料や手数料に対して、一部
課税対象であるため、消費税引き上
げ分を転嫁するための改正が含まれ
ています。日本共産党は、今回の消
費税増税を認めない立場であり、市
民の皆さんの暮らしに負担が増すこ
とになるため、井坂なおし議員は反
対討論を本会議で行いました。

　質疑のなかで、今回のコミセン使用料
設定による利用者への影響額・年間収入
額は約７,７００万円を見込んでいること、
どのような形で料金を徴収するか定まっ
ておらず、年間の見込み収入額と徴収業
務にかかる費用が算出されていないこと
が井坂なおし議員の質問で明らかになりま
した。券売機を設置するのか職員が直接
受け取るのか不明であり、これでは徴収
システムにおける年間のシステム保守や
維持管理費も不明です。費用対効果や基
本的なコストを示さずに提案する姿勢に
は納得ができません。

５

％の影響は 中央公園「平和モニュメント」
の撤去・新設

コミセンなど施設の
　そもそも、コミュニティセンターを利
用する人は他の人よりも利益を得ている
のでしょうか。今回の有料化により市民
への影響をどのように想定しているのか、
有料化によりコミセンの利用率は約５％
低下することを市は想定していると答え
ましたが、出会い・ふれあい・支えあい
の場、学びの場である社会教育施設とし
ての目的からみても、利用者に対するマ
イナスイは大きいものだと考えます。市
民の文化活動や地域コミュニティに支障
をきたすことにつながりかねません。

　深田台の中央公園に設置されている「平
和モニュメント」を解体撤去。新たなデ
ザインで設計し来年中に設置されること
が決まりました。１９８７年の横須賀市の
「核兵器廃絶・平和都市宣言」にちなんで
設置されたものでしたが、核廃絶の理念
が堅持されるか心配です。
　
　
　「［平和モニュメント］は単なる構造物で
はなく、［芸術作品］。設置から２７年しか
経ておらず、明らかに市の維持管理には問
題がありました。」と、ねぎしかずこ議員が
質疑で明らかにしました。老朽化で安全性
が保てないとの理由ですが、本当に撤去し
か方法はないのでしょうか。専門家の検

討会でも改修が提案されていました。
　
　
　「平和モニュメント」は専門家からは
アートとして非常に価値のあるものだと
の評価をえています。市が独り善がりに
撤去・新設を進めることは著作権の侵害
になるのではないでしょうか。

　建設時には市民から３３５万円の募金が
ありました。その時の市民の思い、願い
はどうなってしまうのでしょう。あまり
に拙速に市だけで進める姿勢に大きな疑
問と不信感が広がります。

　原子力艦船の入港が１１月２日で１,０００
回となり、市議団は駅頭、ヴエルニー公園、
海上で監視行動、抗議行動を展開しました。
１９６６年から始まった原子力艦船の入港
で横須賀には年間を通して３００日以上原
子炉が存在しています。異常な事態です。
これでは安心して暮らせるまちとは言え
ません。

　大村洋子議員は決算の反対討論で「市
長の責務は第一に市民が安全・安心で暮
らせるようにすること。米海軍・自衛隊・
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作者のご遺族の了解は得られず

1000回入港に抗議

もう、原子力艦は入港しないで

著作権はどうなるのか？

市民募金で作った「平和モニュメント」
相談はないの？
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1000回入港抗議行動（2019年11月2日）
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横須賀に住み続けたい原子力艦が入港しない
安全・安心な

にまで消費税

　今回、消費税増税の中止および景気浮揚のための政策実施を国に求める陳情の審査
が行われましたが、残念ながら趣旨不了承となりました。３月議会で党市議団は「ポ
イント還元」は、買い方や買う店舗などで税率が変わり混乱を招くこと、プレミアム
付商品券事業のためだけに職員を7人増員して取り組んでも、事業効果は不透明である
ことを指摘しています。
 　市が国費で7億 8.300万円かけて実施しているプレミアム付商品券は 10 月 25 日時
点で、申請率が31.4％と低くとどまり、実効性に大きな疑問が生じています。台風や
大雨などの災害が多発して、迅速な復興支援が求められる中での１０％増税は、低所得
者など弱い立場の人に、特に重い負担です。
　私たちの暮らしや営業を支えるためにも、大手企業の優遇税制を是正して、まずは
税率を５％に戻し、消費低迷を打開する経済政策をうちだすべきです。

プレミアム付消費券やポイント還元は景気対策になっている？

横須賀市の３者会談と言うならば、もう、
原子力艦は入港しないでほしい、そのこ
とを迫る場にするべきではないか。」と訴
えました。私たちは議会の内外で、新た
な決意のもと、核も基地もない横須賀へ
全力を挙げます。


