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共産党は2016年度決算について反対しました
第3回定例会では中野区から2016年度決算の認定を求める議案が提出されました。
日本共産党区議団は4つの理由を挙げ、この認定に反対しました。

4つの反対理由
1

待機児童解消できず
第一の理由は区民の切実な願いに
応えるものになっていない点です。

区民施策待機児童 解消
の 課 題 で は、 民 間 誘 致 に

（人）

固執した結果、1065人の
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定員増を予算化しながら実

1000

現したのは331人、目標の

800

31％にとどまり、党議員団
が「事業者任せでは解決出

600

来ない」と指摘してきた通

400

りの残念な結果となりまし
た。 それ だ け で なく区 は、
区 立園の定 員を36人 削 減

2016年度

認可保育園
定員増数

することまで行いました。

大型開発推進
第二の理由は、区民合意も区民参加も得ない
大型開発を進めていることです。

中野駅周辺まちづくり費に26億円が使われましたが、こ
のうち10億円は一般財源からの拠出です。今後さらに「新
しい中野をつくる10か年計画」
（ 第3次）によると、駅周辺

1065

全体で事業費合計623億円とし、136億円の基金を投じ
る計画です。大規模開発については財政負担のあり方と環
境負荷、さらには区民
の暮らしの視点から検
証し、個性ある将来の
まちのあり方を区民参

331
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目標

加で見直すことが問わ
れています。

実績

中野郵便局北側工事

3

基金残高過去最高の
679億円に

中野区
基金残高

（単位：億円）

第三の理由は、
基金積み立ての問題です。
中野区は2012年度予算編成の際に、
「財政非常事態」を宣言し、
「お金がない」
と 様 々 な 区 民 施 策 を 削って き ました。
しかしこの間、2012年度からの4年間で
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基金は237億円も増加してい
ます。基金 積み立てに偏った
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今のあり方は見直し、区民の
願いに応えていくことが求め
られています。

300
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14年連続の
国保料値上げ

4

第四の理由は、この年度で
14年連続で国民健康保険料が
値上げになったことです。
現 在 でも国 保料 の高さから払
いたくても払えない人が多くいま
す。3分 の1の世帯で国保料 の 滞
納があり、値下げを行うことこそ
必要です。

はばたき通信

入学準備金前倒し
支給広がる 中野区も実施を！
23区では今、就学援助の入学準備金を入

就学援助入学準備金の
入学前支給実施時期

学前に支給する動きが広がっています。制
服やカバンなど費用のかかる中学校では来
年度には11区が実施する見通しで、新宿区
や文京区では小学校入学前にも制度を導入
する計画です。

2016年4月まで
板橋区、港区、新宿区、文京区、
世田谷区、豊島区、葛飾区

2017年4月

中野区は共産党議員団の再三にわたる実
施要求を「実施するつもりはない」と拒否
し続けています。区議 会にこのことを求め

千代田区、北区、練馬区、足立区

る陳情が出されましたが、第3回定例会で

未実施

は党議員団以外の会派らにより採決はされ

中野区、中央区、台東区、墨田区、
江 東区、品川区、目黒区、大田区、
渋谷区、荒川区、杉並区、江戸川区

ませんでした。子どもの貧困を解消するた
めに実態に合った施策が求められています。

回
3
1
第
中野区議団被災地ボランティアを実施します
中野区議団は12月下旬に宮城県石巻市で13回目となる被災地
ボランティアを行います。被 災地では震 災から6年半以上
経った今も仮設住宅などで苦しい生活をされている方が
たくさんいます。みなさんからお寄せいただいた物資を
被災地に届けます。募金は物資購入に使います。

新品冬物衣料・
日用品、募金
募集します

前回のボランティアの様子

暑さも和らぎ、運動日和の季
節になってきました。区立かみ
さぎ幼稚園では運動会が開かれ
ました。保護者や先生方が園児
の成長を一生懸命応援する姿に
暖かな気持ちになりました。

相談・ご意見お待ちしております
生活のこと、地域のこと、
なんでもご相談ください

「はばたき通信」へのご意見お待ちしています。

議員団控室／電話：3228-8873
FAX：3389-8657
携帯電話：090-4607-7889
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区政アンケート
を始めました

7
201

★実施期間：2018年2月末まで

中野区議団は区民のみなさんの要
求を区政に届けるため、区政アンケー
トを実施いたします。前回2014年に
行ったアンケートには1000人以上の
方からご協力いただきました。今回は
10月27日の新聞各紙に折り込むとと
もに、ホームペー
ジ上では特設ペー
ジを用意していま
す。みなさまのご
回答・ご協力をお
待ちしております。
区政アンケートページ
へのリンク

第3回定例会日誌
①9月11日/本会 議 羽鳥区議が質問。
「国保料1万円引き下げ」の提案に区長
は「無責任な提案」と答弁。
②9月12日/本会議 小杉議員が質問。来
年度の介護保険料値下げのために基金
の活用を求める。
③9月19日/決算特別委員会 長沢議員
が総括質疑。無料低額診療事業につい
て、
「薬代や処方箋代も対象とすべき」
と求めるも、区は「国が 行うもの」と
拒否。
④9月20日/決算特別委員会 いさ議員
が質問。マンション紛争について「住民
と事業者が話し合う場を区として設け
ては」と提案。
⑤9月25日/決特建設分科会 区内商店・
中小企業の意識調査費256万円を予算
化しな がら 未 執 行として い たこと が
明らかに。
⑥10月4日/子ども文教委員会 待機児
童対策として区立公園内などに保育施
設を建設する計画が発表。公園利用者
への影響が懸念される。
⑦10月13日/本会議 就学援助の前倒し
支 給を 求め る陳 情 が、共 産 党 以 外 の
会 派らによって採択されず、再び継続
審査に。

憎しみの連鎖つくる戦争

この漫画は「アドルフ・ヒトラーはユダヤ人だった」という説を前提に、
戦争によって翻弄される人々を描きます。殺人は正義に、友人は復
讐の相手に、戦争を中心にして何もかもが逆転していきます。登場
人物の結末は「正義」とされるものがいかにもろく、危ういもので
あるかを語ってくれます。憎しみではなく、相互理解を広げたいです。
★このコラムでは、地域のこと、私のことなど、雑多な中身をご紹介していきたいと思っています。

手塚治虫
『アドルフに告ぐ』

