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※日本共産党の活動を報告します 
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新年度予算が 
スタート 
平成 30 年市議会第 1

回定例会が 2月 16日か
ら 3 月 15 日までの 28
日間にわたり開催され
ました。 

30 年度予算は、一般
会計と特別会計を合わ
せて、455億 9千 4百万
円ほどの当初予算とな
りました。復興を進め
る予算となっているこ
とから滝田・田中の党
議員団は賛成しまし
た。 
一方、介護保険料引

き上げの議案には、国
の制度の下ではあるも
のの、年金が減らされ
るところで月額 470円、
年額 5,640 円の負担増
であり、党議員団は反
対しました。 

30 年度予算など議案
52 件が提案され審議決
定しました。 

【写真】５月９日、国の中小企業庁の担当者と交渉する滝田議員と党県議団ら 

滝田・田中市議の議会報告 

大船渡民報 
 

日本共産党市議団
も 

新年度予算から 

主な新規事業を紹介 

当初、１万円増の試算に滝田議員が負担軽減を求め 

国保税の値上げをすえ置き 
標準額 98,176 円⇒98,177 円に 

4月からの介護保険料 

基準額5,010 円⇒5,480 円に 

党市議団は値上げに反対 
 介護保険料（基準額）が 5,010円から 5,480

円に引き上げです。 

 「年金は上がらず、国の仕組みの下で介護

保険料の引き上げは重い負担だ」と日本共産

党市議団は訴えました。 

 市で提案した介護保険料引き上げの条例改

正には、市民生活を考え、反対しました。 
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2000 年度      2015  2018 …2025  
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18年間で 2.2倍 
■介護保険料の推移 

安倍政権の 
国民負担 
押し付けに
問題 

吉浜地区放課後児童クラブ専用施設整備事業 約 3,000万円 

赤崎保育園施設整備補助金 約 1億 2,000万円 

テレビ難視聴地域解消事業 約 5,900万円 

漁村再生交付金事業 
（市内 8漁港の船揚場に滑り材を設置） 

約 9,000万円 

第 8分団第 1部・萱中消防屯所新築事業 約 4,000万円 

 

寄稿~渓声流言 61 

 加計、森友問題から財務省の公文書改ざん、自衛隊の日報隠し、セクハラ問題、その合間に相次ぐ首
相取り巻き政治家たちの暴言、失言。その驚くべき質の低さ低能ぶりは目をおおうばかりである。そん
な安倍政治にー強を許してきた大手メディアだが、ここにきてようやくその危険な本質に気づいてきた
ようだ。もっとも読売新聞だけはいまだに『安倍政治広報版』としての反省がないように見える。読売
は未だに安倍首相は『外交が得意』だなどと寝言のようなことを言っている。そこで問いたい。 

 仲良しのトランプに鉄鋼などへの「関税値上げ国家」から除外してもらえないのは何故か。日本の外
交でー番大切な近隣国、中国、韓国、ロシアなどとの関係がほとんど成功していないのは何故か。とく
に今その無能ぶりが際立っているのは北朝鮮問題についてである。ついこの間までは何時日本にミサイ
ルが飛んでくる事態になるのかと国民ははらはらしていたのが、戦争を回避したいという韓国の大統領
の努カで、局面が劇的に動いている。それに対する安倍内閣のコメントはじつにみっともなく、関係国
からはアメリカと話をつければ日本は黙ってついてくるとさえ言われて、相手にされていない。いま日
本にとってもっとも有害なのは、安倍内閣の無能だと言いたい。（末崎町 野里征彦） 

 国保運営は４月から岩手県に移管されました

が、当初、大船渡市は一人当り１万円増という

県の試算もありました。 
12 月議会での滝田議員の質問に対し、市長は、

「県は制度改正による急激な税額は回避すべき 

と判断し、国の補助金を活用して、激変緩和措置

を講じることとしたため、平成 28 年度と同額以

下になる」と答弁しました。 
 安倍政権による国保都道府県化に全国の自治体

から批判が集中していました。 

【写真】４月、街頭から訴える滝田松男議員と田中英二議員 

 
 田中議員は、地域公民館の補修費助成を 12月議会で取り
上げています。築 50年以上となる千歳公民館の例を取り上
げ、補修費の増額を求めました。 
 市では、増改築の費用が 300万円を超える場合 60万円上
限に補助していますが、田中議員の提案を受け、助成額の
増額や制度の在り方を検討すると答えています。 

公民館に補助 



 

生活再建・生業再生は 
住宅支援の延長を要望。業者に支援継続 
質問 被災者の生活再建・生業再生のための支援が求められる。

各種支援制度の延長や新たな支援策はどうか。 

答弁 住宅再建等の補助金は、沿岸の被災自治体と連携し申請期

間の延長を要望。また生業の再生は、本設での事業再開に至って

いない事業者に支援を継続する。 

議会報告をいたします 

滝田議員「大船渡の漁業に支援を」 

 漁業支援に新制度！ 新規養殖に最大 400 万円の支援 

田中議員「安全な交通環境を」 

滝田 震災から生き延びた方の孤独死は、あってはならない。 

   市内災害住宅等での孤独死の状況はどうか。 

答弁 市内で平成 27年に 1人、28年に 2人、29年が 3人で 

あり、誠に残念な状況である。 

滝田 県事業の見守りなどと連携し、復興事業終了後も見守 

りを継続すべきではないか。 

答弁 県・社会福祉協議会および民生委員等との連携はもと 

   より、地域助け合い協議会における活動の広がりに期 

待する。 

   また、市民と行政の協働、さらには地域包括ケア推進 

体制の深化を図りながら取り組んで行く。 

災害住宅の住民ケア、復興事業後も強化を 

都市整備部長「今後も取り組んでいく」 

28 年度は暴力 2 件、いじめ 147 件 

 滝田議員「教育課題に協力体制を」 

市内中学校に部活動指導員の配置を検討 

滝田 県教委は 2018年度、教員の多忙化解消に向け、公立中学・高校 

   に部活動指導員を配置する方針だ。当市の対応はどうか。 

答弁 現在、市内中学校では、約半数の学校で 50人ほどをコーチ等と 

   して依頼。今後、県の部活動指導員の導入について検討する。 

いじめや暴力行為の解決に学童クラブとも協力 

滝田 2016年度児童生徒の諸課題調査の速報値が公表された。当市の 

   状況はどうか。 

答弁 暴力行為は、平成 27年度で小学校 3件、平成 28年度で中学校 

   2件という結果。 

   いじめは、平成 28年度で小学校 127件、中学校 20件だった。 

滝田 学校の管理下外でもいじめや暴カは発生する可能性がある。 

   学童クラブで問題が発生した場合、学校との協力体制はどうか。 

答弁 学校と話し合いの機会を設けている。いじめに限らず支援を要 

   する子どもの場合などは、クラス担任とも情報共有している。 

 滝田・田中の両市議は、大船渡市の重要な産業のひとつである漁業に対し、行

政がしっかりと支援に取り組むように提案を続けてきました。 

 ３月議会で滝田議員は、水産加工業・漁業の発展が当市に重要と指摘し質問。 

漁業担い手の生活支援、県内初の実現 
 また滝田議員は、新たな漁業者支援策について質問。 

 農林水産部長は、市内漁協が新規漁業者に支援する経費に、市が事業費の 7割

を補助するという新制度を明らかにしました。 

 跡継ぎ型には２年間で最大 170 万円、新規の養殖漁業者には２年間で最大 400

万円（左表参照）が支援されるもので、定着に向けた生活支援を含んでいる点で

県内初のものとなる見込みです。ただし 5年以内の廃業で捕助金の返還が条件と

なる予定です。 

加工の原魚確保に苦慮、市は国に働きかけ 
 農林水産部長は、水産加工業がサンマやサケ等の不漁で加工原魚の確保に苦慮

している現状を示し、国に漁業資源評価と資源管理の施策推進を働きかけると答

えました。 

意欲ある浜の担い手支援事業 

 
奨励金 生活資金(2 年分) 資機材支援 

後継ぎ型 50 万円 最大 120万円 
 

新規養殖 50 万円 最大 300万円 最大 50 万円 

※漁協の育成支援に市が７割補助 

 

田中議員「割増家賃は軽減を」 
市「県営と同じ 71,500 円に減免する」 
 田中議員は、災害公営住宅の割増家賃について、急激な上

昇ではなく、所得に合わせた段階的な負担軽減を求めました。 

市「段階的な軽減は考えていない」 
 市では、県営と同じ金額への減免はおこなうが、民間アパ

ートへの影響から、また公営住宅法の応能・応益の考えから

は、さらなる減免は考えていないという考えを示しました。 

 また市では、県と県内自治体の担当者で会議を開き、全県

的な基準を設定したことを明らかにしました。 

 田中議員は、安心して住み続けられる家賃設定の検討を再

度求め、質問を終えました。 

購読申し込みは、 
各議員までどうぞ。 

滝田松男議員 田中英二議員 

傷んだ市道は補修 
田中 復興工事などで、市の生活道路などが傷んでいる。 

補修の進め方はどうか。 

答弁 市道の損傷は認識しているが、交通規制を伴う通常 

の補修では対応できない。復興事業等の完了予定の 

ところから、県などと確認・協議し適切に市道の補 

修に努める。 

下水道工事にともない道路を修復 
田中 下水道工事で生じた段差などの補修はどうか。 
 
答弁 下水道管の埋設後に仮舗装を行い、次年度に本舗装 

している。その予算に毎年約１億円を計上。 

   道路パトロールを行う、また住民の皆さんからの通 

報には、すみやかに修復に努める。 

日曜版（月 823 円） 
日刊紙（月 3,497 円） 

【写真】青空の下、コンブ加工が始まりました（末崎町門之浜） 


