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長選挙で定数５人の市議 会を招集、その都度、会 の 「定例会」は 「定例会

補欠選挙も同時に行われ 期を決定していましたが 議」に変更となります。
常任委員会は７人の定
元議員１人と新人４人が 新議会は１回の招集で１

当選し、現在は 人が定 年間が会期となります。 数で経済と建設は合併し
数です。５月からは定数 これにより議会は、年間 て 「産業・経済」に呼び

法的な灰色議論を
市長がシロと決定

家族介護支援の創設要望

と緊張ある関係を保ち
つ独立及び対等の立場
議会は 「議会基本条例 において市長その他執
（平成 年６月制定）」 行機関の監視及び評価
で 「市長その他執行機関 を行うともに政策立案
及び政策提言を行う」
ことを決めています。

くらし ・福祉 の願 い

しかし、条例制定後
の議会活動の実態は 「議 現をめざします。
会報告会」以外は不十分

な成果にとどまっていま 〇国保税１世帯、１万円
す。中でも 「独立・対等 引き下げ

の立場」意識に大きく欠 〇宮古病院の医師確保と
け、市政の監視機能が問 介護保険事業制度の改善

われています。市民から 〇高齢者パスで通院の便

〇農林漁業の担い手確保

産業振興 で元気な地域

生まで医療費の無料

は市長提案に 「なんでも 利化等公共交通網の充実
賛成」する議会への批判 〇待機児童の解消と高校
も寄せられています。

共産党市議団の主な公約

共産党は田中尚、落合 と地域木材の活用促進
久三両氏の議席を確保し 〇漁業シンポジウムで不

以下に掲げる主な公約実 漁打開策の研究と実施

らつわん

ひんぱん

桜の開花が話
題に な る 時 期 を
迎え た 。 そ れ は
菊と と も に 日 本
の花 と し て 知 ら
れる▼年配者には遠山の
金さんの入れ墨を思い浮
かべる方も。咲いて良し
散って良し。ただし、金
さんのそれは、嘘を暴く
証拠として登場。罪を逃
れようとする人には打撃
▼東京の花見は終わった
が、国会では桜の出番が
望まれる。嘘の政治を断
罪するため。 「大きな嘘
を頻繁に繰り返せば、人
々は最後には、その嘘を
信じるだろう」▼嘘も百
万遍ということわざの語
源。発信者は政権掌握と
ナチスドイツの体制維持
に辣腕を発揮したゲッベ
ルス。ヒトラーの恐怖政
治を演出▼公文書改ざん
の総元締めは副総理の麻
生財務大臣。安倍総理に
ナチスの政治手法を進言
した。桜吹雪を前に、悪
者が 「恐れ入りました」
と罪を認める場面を多く
の国民は期待している。
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保険料、利用料の軽減
要望が ３０％ と最多で、
施設を利用せ ず、 家庭
内介護家族への支援策
の 創設が ２６％ と続き、
サービスを担う、介護職
員の給与引き上げ等待
遇改善も多く望まれて
いる結果となっています。
目を疑ったのは「特養
ホームの増床・増設が０
％だったことです。
2個選択という制約の
もと緊急性を選んだ結
果ともいえます。
国 は 増え続 ける介護
事業費の支出抑制に熱
心ですが、社会で支える
介護のあり方が 問われ
る事態と言えます。

不十分な基本条例の実践

介護保険事業へ市民の声

【市長】議会から居ろ、
と言われたり、トップセ
ールスで飛び回れ、と言
われたり、どうして良い
シロと言った。専門家の かと思う事がある。本会
助言が不要ではないか。 議は欠席していない。
【市長】法は、いろんな 【問】（委員会審議もあ
読み方があり、はっきり り）原則、居るべきと考
ダメだとする法と、幅の える。必要が、あれば議
ある法とがあると部長は 長の了解をいただいて動
言ったと思うので、私が けば良いだけの話だ。
決定して、議会の理解を 【市長】議長には、報告
いただきたい。
をしている。
【問】報告には事前と事
議会軽視 の認識は ？
後とがあり、協議が必要
【問】市長は議会会期中 と考える。
に出張しているが、議会 【市長】議長が行くな、
軽視ではないのか。
と言えば行かない。

は６人減の 人となり、 を通じて活動できるよう 名が変わります。

４常任委員会は３常任委
員会にかわります。

通年議会 の具体化 へ
大きな変化は宮古市議

会も３月議会定例会で通
年議会にふみきったこと
です。それまでは、３、

総括質疑
【問】その一つが、田老
新庁舎内の信金店舗整備
だ。吉田部長は当初「適
法」と言っていたが、総
務委員会の質疑では「わ
からない」となった。
【市長】吉田部長は「法
的に幅のある法律」だと
言ったので、法的に抵触
しないと私が判断した。
【問】委員会では議会の
判断は黒に近いグレー、
市は白に近いグレーなど
の議論だったが、市長は

田中議員
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市民アンケート調査で
は皆様からの ご協力を
いただきありがとうござ
いました。
今週は中間発表として
今年度から実施されて
います「第７期介護保険
事業」 に 関連す る市民
の意向を紹介します。
質問に対し、二個選ん
で回答する内容ですが、

2018・ 4・15

任期満了にともなう宮古市議選挙は 日の告示、 日が投票日で
す。前回は候補者全員が無投票当選でしたが平成の大合併や津波等
の大震災と台風 号災害をふまえ議会の役割が問われる選挙です。
15

市議会は昨年７月の市 ６、９、 月に市長が議 になります。なお、従来

10

任期中最後の３月議会定例会の本会議場
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