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９月定例会は︑９月４日から９月 日まで開催されました︒
市長提案の 議案︵報告４議案含む︶が審議され︑原案通り可決さ
れました︒日本共産党議員団は︑平成 年度補正予算のうち一般会計
補正予算︵第２号︶︑公共下水道事業特別会計補正予算︵第１号︶
︑平
成 年度会計決算認定のうち一般会計︑国民健康保険特別会計︑水道
事業会計に反対しました︒
また︑請願︵﹁浜岡原発の永久停止を求める決議﹂
︶は不採択とな
りました︒日本共産党議員団は採択すべきだと主張しました︒
また︑議員発議で議員定数に関する２議案︵
﹁ 名﹂と﹁ 名﹂
︶
が提出され︑
﹁定数を 名とする﹂案が可決されました︒日本共産党
議員団は︑議会の役割を果たす立場から︑両案とも反対しました︒
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選からは４人削減し 人
に︑そ して今 回の２ 人削
減で来年の改選から 人
にと毎回の削減です︒
議 員 定 数は 民 主主 義 の
基本を なすも ので︑ 多数
で押し 切る性 格のも ので
はありません︒
行革を理 由に他 市と比
較し削 減を進 めれば ︑際
限のない削減競争 となり︑
議会活 動を弱 めるだ けで
す︒
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市議会に対し︑
名の請願人で﹁浜岡
原発の永久停止を
求める決議を求め
る﹂請願がありまし
た︒
﹁ 浜 岡
原発を考
える袋井
の会﹂の３７１６名
の署名が添えられ
提出されました︒
総務委員会で審査
され︑﹁議会として
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一般会計
収入・所得が増えな
いどころか減少して
いるとき︑市民のくら
しを守り向上させる
ことが︑地方自治体の
本来の役割です︒
ところが︑旧浅羽地
域に新たに都市計画
税を課税しました︒
また︑その税金の使
い道も本来の都市基
盤整備には約 ％︑
残り約 ％は借金返
済に使われています︒
国保会計への繰入
金を減額するなど暮
らしを支える施策は
不十分でした︒
その一方で︑企業に

なりました︒
福島原発 事故に よる放
射能被 害がな お拡大 して
いるこ と︑原 発が安 全と
両立し ないこ と︑人 類が
コント ロール できな いこ
と︑安 全を住 民が判 断で
きない こと︑ 原発な しで
も電力 が不足 しなか った
ことなどから︑﹁動かす・
動かさ ない﹂ という 問題
でなく ︑永久 停止し 原発
ゼロの 立場に 立つか 否か
が問われています︒

は︑産 業立地 補助金 など
の優遇 措置が 執られ てい
ます︒
袋井市の 将来を 左右す
るとし てすす められ た国
本開発は︑
﹁断念﹂の判断
をされ ました ︒しか し︑
あ ま り にも 遅
い 判 断 で︑ 膨
大 な 労 力・ 費
用 を 費 やし た
責任は重大です︒
国民健康保険特別会計
前 年 度 に引 き 続き 剰 余
金が３ 億円余 となり まし
た︒当 然税率 等を引 き下
げるべきです︒
ま た ︑ 要因 が 受診 が 少
なかっ たこと です︒ 資格
証明書の発行や窓口負担
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﹃中部 電力浜 岡原子 力発
電所の 危機管 理対策 が万
全になされ︑市民の安
全・安 心が担 保され ない
限り︑ 施設の 再稼働 は認
められ ない﹄ との意 思表
示をし ている ︒現時 点で
は︑優 先事項 として 安全
対策を 求める ことの 方が
重要である︒﹂として︐全
会一致 で﹁不 採択﹂ とな
りました︒
本 会 議 での 採 決も ︑ 僅
か３名の賛成で不採択と
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最終日︑
﹁議員定数を４
人削減し定数
人とす
る﹂
﹁２人を削減し定数
人とす る﹂二 つの条 例改
正案が 議員発 議で提 出さ
れました︒
日本共産党市議団は︑二
つの発 議にそ れぞれ 質疑
と討論を行い︑
﹁提案に的
確な根拠がないこと﹂
﹁民
意の削 減・当 局チェ ック
力の削 減であ り︑議 会活
動を後 退させ
るだけ である
こと﹂ などを
明らか にし反
対しました︒
採決の結果︑﹁ 人案﹂
は賛成 少数︵ 賛成５ 名︶
で否決されました︒
﹁ 人案﹂は︑２名の
反対討 論に対 し賛成 の討
論もありませんで したが︑
賛成 名︑反対９名の僅
差で可決となりました︒
袋井市議 会の議 員定数
は︑合併した平成 年は
定数 人︵それまでは袋
井市 人︑浅羽町 人の
計 人 ︶︑ 平 成 年 の改
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の重さが受診抑制につな
がらないか心配です︒
水道事業会計
水道 料金が 引き上 げら
れたた め給水 量は減 少し
ました が︑給 水収益 は増
えました︒
し か し ︑前 年 度よ り 大
きな赤字となりました︒
遠 州 広 域水 道 の受 水 契
約水量 が増え ︑基本 料金
が増額 となっ たこと が原
因です ︒今後 ２年間 さら
に県水 の契約 水量は 段階
的に増えます︒

一般会計 補正予 算で
は︑新学校給食センタ
ーと浅羽給食センター
の調理・配送業務︑市
立保育園の調理業務︑
各学校の配膳業務が民
間に委託されます︒
コスト・効率が優先
され︑食育の観点から
問題です︒
また︑偽装
請負も心配
です︒
下水道事業特別会計
補 正 予 算 で は ︑﹁ 包 括
的﹂業務委託となりま
す︒
職員の専門的知 識︑
技術の蓄積・継承を弱
め︑市の責任低下が心
配されます︒

