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久々に ぎっくり腰を 起こしました。疲 れがたまると 引き起こすこ とが多いです。オリ
ンピックでますます寝不足になり要注意！厳しい暑さ、皆さまご自愛くださいませ。

大飯原発再稼働の撤回求めて
意見書案を提案
去る６月議会閉会日直前の６月１ ６日、野田首相が、大飯原発３･４号機の再稼働を容認し、６月３０日
に運転が再開されました。事故の原因究明も収束も、放射能の拡散を止めることもできないのが原発で
す。さらに大飯原発は、免震事務棟も、防潮堤も、爆発を防ぐ 設備もなく、真下に は断層が走っていま
す。万が一事故が 起きれば、長岡京市の市民も被曝する であろう、大飯原発再稼働の判断を撤回
し、原発ゼ ロへ責任ある政治を求めて、党議員団の発議で意見書を提案しました。結果は残念なが
ら、賛成少数で否決となりました。

意見書案に対する賛否
共産党の賛成討論
原発に 関す る住民 説明会 で電 力会社 社員に 推進の
発言を させ てきた。 福島 での事 故直後、 アメ リカ政
府が放射 能拡 散予測 図を日 本政 府に送 ってい たのに
公表し なかった。 使用 済み核 燃料 の最終 処分 方法も
決まら ない。そ ういう 中で の再 稼働判 断の 責任を、
野 田 首 相 は「私 の 責 任」と は 言 う が、「 政 府 の 責
任」とは言 わない。 事故 が起 きた際 に政 府が どんな
対応をするか不明のままである。

原発事故から市民を守る対策は？
市が今年度、見直し作業をしている市地域防災計画の
中に、大飯をはじめと した福井県の原発が事故を起こし
たと想定した、原子力災害への対策も盛り込まれます。
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学校・保育所給食の
放射線測定に向けて
長岡京市は、京都市を除く府内市町村に先
駆けて、学校・公立保育所の給食用食材の放
射線測定を実施するために、独自で測定器を

議員団の質問に 対して、①府北部の 住民の受け入れ
②市に影響が ある場合の市民への 情報伝達、屋内退

購入します。議会で繰り返し、子どもたちの
食の安全を確かなものに、と質問してきまし

避場所の確保③被曝を防ぐ一つとして服用が有効な安
た。３月議会では、可能な食材は給食を提供

定ヨウ素剤の入手方法など、を検討すると答弁がありま
する前に測定を、と求めていました。６月議

した。府は、長岡京市を「防災対策を重点的に充実すべ

会で、魚・肉から１品目、野菜１品目の調理

き地域」と位置づけています。以上のことをみても、国民

前測定を予定している、と答弁がありまし
た。その他、測定結果の判断、保護者への説

の安全を後回しにする 再稼働はやってはなら ない、と実
明などについても質問しました。

感します。

子どもの成長と安全を
児童約１０００人の長五小
子どもに十分な教育環境を！
現在、長五小の児童数は955人32クラス（今年5月1日現在）と
なり、平成２６年度に はピークをむかえ教室や トイレなど が不足
し、まったなしの状況です。
党議員団は学校を視察を し、「緊急対策として必要な手立
て」「小学校設置基準」「教育の機会均等」「まちづくりと学校校

議員団で長五小を視察。 5月23日

区編成の関係」について一般質問で取り上げました。
普通教室に切り替えているため特別教室が不足し、体育館やプールを使う授業のカリキュラムが組みに
くくなっています。また、トイレ不足と、教職員数も増え講師用の机が置けないほど過密な職員室、廊下ま
で使用せざるをえない給食室など大変な状況です。
このような実態があっても、大規模改修・増築は耐震工事を行う３年後まで辛抱してもらうという姿勢が
明らかになり、議会閉会後、緊急要望書を提出しました。

神足小・開田保育所、複合化施設構想案
議会公共施設対策特別委員会で、市は、神足小学
校耐震工事とあわせて、同じ校舎内に老朽化で建て
替えや移転が検討されてき た開田保育所と、学童保
育を併設する複合化基本構想を発表しました。
複合化構想案イメージ図

南校舎１階に留守家庭児童会を、１ 、２階に 開田保育
所を移転させ、プールを３階に設置する案です。

小学校を複合施設にすること はめずら しくありませんが、特に 学校敷地内に福祉施設が併設する際に
は、つくる側の市と教育委員会は、使用目的や管理方法が違うことをよく認識する必要があります。
防犯・危機管理の 面で、小学校と保育所の 入り口を明確に分けることが必要です。しかし、今回の構
想ではそれらが同じであること、２階への階段が小学校と保育所が兼用になっていること、廊下が小学校
と保育所がつながっている こと、保育所保護者以外の何者かが侵入した場合でも点検できないこと など
問題点があり、見直しを指摘しました。指摘に対し、市は、再検討を約束しました。

子どもを事故から守ろう！通学路・歩行者の安全対策
今年４月亀岡市で登校中の児童と親が犠牲になった自動車事故。長岡京市でこのよう な悲惨な事故
が起こらないよう、市・府・府警が緊急に通学路などを点検した上で、195ヶ所の改善が必要な場所の特
定と、29ヶ所の緊急を要する改善の検討を始める案が議会に公表されました。党議員団も、それぞれの
地域であげられている場所の点検をし、市や向日町警察署に申し入れを行っています。

最優先にする教育を！
学童保育民間委託は
子どもに必要か？
昼間働く親にかわり、子どもたち の安心できる生活の場と遊びの保障をしている学童保育。今、学校の
授業が１年生でも毎日５時間、４年生に なると水曜日以外はすべて６時間という中で、これまで以上に、学
校が子どもに対して行っている学習・生活面の指導や家庭への支援と連携することが必要です。
しかし、市がすすめようとしている民間委託では、現在のように学童指導員が学校と日常的な連携を
とることは、「偽装請負」と同様の法令違反になります。
「法違反を防ぐための手立てをとる」と市教育委員会は言いますが、そのようなことをしてまで、子ども
の教育の場にコストカットを持ち込む必要がなぜあるのか、子どもに必要なものを最優先する教育的視
点が欠けています。

なりました。
今回の工事 のために 平成21年 12月に調査 したボー
リング データ では、地 下水 位は地 上か ら3.8メ ートル
で貯留施設の 埋設には 問題がな いとして いました。し
か し、実 際 に 掘 削 す る と、1.8メ ー ト ル の 地 下 水 位
だったため、さらに２か所を掘削した結果、 1.8～ 1.9
メートルの地 下水位で あること、周 辺地盤の 沈下状況
があることがわかりました。
周 辺 地 域 や阪 急 電 車軌 道 に 安全 上、影 響 があ る た
め、工事を中止 すると、議会 建設水道 常任委 員会で報
告 が あ り ま し た。常 任 委員 会 の 審 議 で、今回 の 原 因
は、設計当時の地 質データ の取り違 いがあっ たことが
明らかになりました。
党議員団は、 もし地下 水位の上 昇が、工事 掘削によ
るものだとす れば、周辺住 宅の地盤 が軟弱に なってい
る心配もある ことから、徹 底した調 査と対策 を講じる
よう求めま した。あわせて、 工事の事 前調査 の問題で
あれば、必要な損害賠償を求めるよう指摘しました。
また、議会 閉会後、関係 する地 域で「工事 中止の説
明会」が開かれ ました。第三 者機関の 調査を 委託した
とのことで、十 分な説明 会にならず、 参加住 民から疑
問や不安 が出され ました。そ の結果、再度、 説明会を
開くことになりました。

議員の人権意識

して、大 雨の時に 野添公園 内に風呂 川の排水 を一時的
貯留 する施設 の工事が、始 まった矢 先の６月 に中止に

野添公園、貯留施設工事中止 調査と対策の徹底を

野 添地域や 一文橋地域 の住宅地 域の雨水被 害対策と

問われる
６月議会での民主フォーラムの
一般質問。長引く不況のもとでの
深刻な市民生活の実態をどのよう
に把握しているのかわかりません
が、「働く意欲のないものを税金
で養っている」として、生活保護
の打ち切りや削減を求めるような
質問でした。市長は、生活保護は
「大切な最後のセーフティネット
だ」と答弁しました。憲法第２５
条が国や行政に求める国民への生
活の権利の保障として、市長の答
弁があるべき姿です。
また、「図書館を民間委託せ
よ」と求める質問もありました。
小泉内閣の頃から、官から民へと
自治体の役割を投げ捨てる流れが
強まり、長岡京市でも民間委託や
指 定 管理 が増 えて いま すが、
「公」の役割の議論を抜きに、
「専門業務の部門も民間に委ね
よ」と行政に求める姿勢には疑問
を抱きます。

議会基本条例
市民説明会が行われました
長岡京市議会は、議会の目指す べき方向
性や理念を定めた「長岡京市議会基本条例」
を 制定し、条例の理念を具体化していくため
7月1日「議会基本条例」制定の説明会
7月1日「議会基本条例」制定の説明会

に、改革項目を検討しているところです。
去る７月１日、議会改革に市民の声を反映で

共産党が提案している議会改革
きるよう、条例についての市民住民説明会を、
市議会主催で開催しました。
多くの方が参加され、「見える 議会づくり」へ
積極的なご意見を 出されま した。ご意見は今

①議会だよりの議員名記名と会派別議案賛否の記載
②本会議と委員会のインターネット動画配信
③請願・陳情での押印省略
④本会議場のバリアフリー化と委員会室での視聴
⑤請願・陳情の委員会での趣旨説明

後の検討項目に活かせるよう、努力します。

あなたのご意見をお寄せください。

介護保険
今年度、国が改訂した介護保険制度で、さらに保険料
が上がり、在宅ホームヘルパ ーによる家事援助のサービ
ス時間が短縮されています。
こうした、負担増やサービスのカットは、安心して老後を
送れる社会を高齢者から遠ざけてしまうものです。
党議員団は、市民のみ なさまの介護に 関する 声を 集
め、実態を 把握し改善を 求めて行きたいと 考えていま
す。ぜひ、介護に関するご意見をお寄せください。

市内の介護施設との懇談

よろしければおきかせください。
お名前

ご住所

お電話

党議員団（直通）電話955-9551 FAX955-9741
e-mail jcpnagaokakyo@gmail.com
日本共産党長岡京市会議員団

検索

救援募金 引き続きご協力ください。※ 通信欄に「 地震募金」「台 風募金」など、 募金の 主旨
をご記入ください。手数料はご負担をお願いします。
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