みなさんの願いにこたえ、子育ても老後も安心の
川崎をめざし、住みよい宮前区のまちづくりなど
市議会でのとりくみを議会報告にまとめました。
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子育て支援︑
教育環境の
改善を求めてきました

私立幼稚園の保育料補助
大幅増額を︱ 毎議会で要求
入園料も保育料も︵平均額が︶政令市で一番
高い川崎市︒保護者負担が全国平均より年間
万円も高いという現状です︒ところが市独自
の上乗せ補助は所得が一番高いＥランク︵年収
６８０万円以上︶だけです︒
共産党は毎議会で︑横浜市などのように全ラ
ンクで市独自の上乗せをするよう補助の大幅増
額を要求︒毎年の市予算の﹁くみかえ提案﹂で︑
補助の月１万円増額︑入園料 万円補助の創設
を求めています︒

公立幼稚園は
﹁廃止でなく増設を﹂と主張
かつて川崎市に 園あった公立幼稚園︒野川

東京 区︑さいたま市も実施

子ども医療費︑
所得制限なしで

中学卒業まで無料化を
川崎市は小児医療費助成が小学校入学前まで
です︒しかも所得制限で対象年齢の ％が助成
を受けられません︒
すでに東京 区のすべて︑政令市でも︑さい
たま市︑浜松市が所得制限なしで中学卒業まで
無料化を実施︒共産党は︑ 年の市長選挙で﹁拡
充する﹂と公約した阿部市長に︑一刻も早く具
体化すべきと迫っています︒

聖マリアンナ医科大学病院に
総合周産期母子医療センター開設

存続を求めてきました︒市は﹁少数の園児だけ

護者の声にこたえて︑石川議員は公立幼稚園の

ことができた︒私立はお金が大変⁝﹂という保

幼稚園が廃園される際︑
﹁公立だから通わせる

早期設置を要求︒

子医療センターの

と︑総合周産期母

︵ＮＩＣＵ︶の増床

児集中治療管理室

共産党は︑新生

が安い保育料で通えるのは不公平﹂との理由で︑
年４月に市立川

助の単価を所得Ｄランク︵年収３６０万円〜
やり方︵右の写真説明︶と正反対です︒

てしまいました︒
﹁公平性﹂の考えが江戸川区の
６床が再開し︑２

崎病院にＮＩＣＵ

０１０年３月に聖マリアンナ医科大学病院に市

６８０万円︶で減額︒ 年 月議会で共産党は︑
年９月議会では市立幼稚園の廃止条例に自

内初の総合周産期母子医療センターが開設され

施設の解消」の約束、障がいのあるお子さんに対する巡

回指導員の増員など、改善を進めてきました。

減らされる分を市が補てんすべきと要求︒市の
公民ネットが賛成︒共産党は﹁廃止ではなく市
ました︒

あることから安全対策を要求︒こども本部長が

立幼稚園を各区に整備を﹂と求めています︒

改善を約束し︑屋上テラスが補修され︑階段に
手すりが設置されました︒
向丘保育園のある市営南平第２団地に面する
道路は抜け道として車の交通量が多く︑通園児

年 月議会で

有馬保育園の危険箇所を改善︑

115 ヵ所の公設学童保育所の廃止でした。共産党は、
「全

向丘保育園周辺の安全対策

長が父母の強い反対を押しきって強行したのが、市内

新年度予算で実現し︑前年と同額が維持されま

25

市の事例などを紹介し、
「自主学

石川議員は︑有馬

て実施・両立している大阪・吹田

を連れた親子も危険な状況です︒石川議員は︑

学童保育事業を個別の事業とし

保育園の２階屋上

フの増員などを要求。これまで安全点検の実施、
「大規模

した︒

09

石川議員は、全児童対策事業と

市営住宅の柵の一部をセットバックして歩行者

て利用者負担のため、1 人あた

テラスの塗料が剥

担がかかります。

●民主党政権が減らした
補助単価を補てんさせました

23

年度末で公立幼稚園︵新城︑生田︶を全廃し

20

23

運営されています。運営費はすべ

用スペースを確保するなど安全対策を求めてい

主学童保育が生まれ、2010 年４月現在、市内 9 カ所で

離して危険な状態

公設学童保育所が廃止されたあと、父母たちの力で自

ます︒

自主学童保育に市が補助を

になっていること

12

や保育園の入り口

り月額２万円〜２万５千円の負

民主党政権が︑国の決める幼稚園保育料補

私立幼稚園の保護者に月額２万６千円（上限）まで
補助している江戸川区を視察。同区では区立幼稚園
の保育料（月額３千円）との格差を是正するために
私立への補助を手厚くし、父母負担の公平性を確保
するという考えです。同区は入園料補助 10 万円も
あります。

09

「わくわくプラザ」の安全対策やスペースの確保、
スタッ

が急な階段の上に

事業として充実を」と求めてきました。

市の責任で用地を確保し︑
認可保育園の増設を
２０１０年４月︑認可保育園に申請しても入
れなかった不承諾者数が２５１３人︵宮前区内
は３６３人︑不承諾率 ・２％︶と︑保育園不
足が深刻さを増しています︒
土地の確保から民間まかせという市の姿勢

市内初の総合周産期母子医療センター
を視察（2010 年 3 月）

童保育の財政的支援を」と求めて

が︑整備を遅らせている要因です︒共産党は︑
園庭のある保育園
を増やして待機児
を解消するために︑
土地の確保から市

塗料が剥離して危険なため、補修さ
れた有馬保育園の屋上テラス

児童対策の『わくわくプラザ』と学童保育事業は個別の

市立多摩病院（聖マリアンナ医科大学
が運営）内に設置されている児童虐待
防止委員会のとりくみについて聞き取
り調査。
「子どもの命を救いたい。親も
助けたい」との思いで、専門職員がチー
ムをつくり対応しています。
（2010 年
4 月）
小規模認可保育園で要望を聞く石川議員

公設学童保育（全小学校 36 ヵ所）と全児
童対策「太陽の広場」を両立・発展させて
いる大阪・吹田市を視察（08 年４月）

います。

が責任を果たし増
設の規模とテンポ
を引き上げるよう
求めています︒

全国で学童保育が増えている流れに逆行して、阿部市

12

児童虐待への対応策について

09

全児童対策「わくわくプラザ」の
改善と充実を求めています

09

43
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09

10

月額26,000円まで補助
する江戸川区を視察
09

1
18

一人ひとりのつぶやきが聞こえる

減らされた小中学校のガラス清掃

〝 の春〟を泣かせないで！

が約８割なのに︑県は公私の比率を６ ４に割

公立全日制高校の定員拡大を

がかわいそう﹂というお母さんの訴えを受けて
り振り︑希望より公立を低く抑えています︒そ

﹁せめて３年に１回にもどせ﹂

多くの自治体で実施され︑きめ細かな指導な
石川議員が調査すると︑２階以上の外側は︑以
の低い６割でさえ保障するには︑２０１０年４

市内の中学生の進路希望は﹁公立全日制高校﹂

ど︑その効果が実証されている少人数学級︒共
前は３年に１度︑業者に清掃を委託していまし
月入学時に︑市内の県立・市立高校の募集定員

﹁小学校の窓ガラスが汚れていて子どもたち

産党は毎議会で実施を求めてきました︒
たが︑ここ数年の予算削減で﹁周年行事﹂の年
を 学級︵８５６人分︶増やすことが必要でし

か清掃されませんでした︒

たが︑増えたのは９学級だけでした︒

掃すべき︒せめて従来の３年に１回にもどすべ
働きかけ︑定員枠拡大に全力をつくすよう求め

が希望する高校に入学できるよう︑市が県にも

２０１０年３月議会で共産党は︑市内中学生

会議で採択され
き﹂と要求︒教育長が﹁状況を把握し︑学校の

年 月議会で石川議員は﹁１年に１回は清

ました︒

同年６月議会の代表質問で石川議

〜 歳の窓口負

共産党は︑

まりました︒

賛成で廃止が決

自公民ネットの

条例案を提案︑

制度を廃止する

担が３割になり︑

毎年市内で実施される自衛
隊音楽祭を後援︒議会で共産
党は︑全国の政令市に先駆け
て
﹁核兵器廃絶平和都市宣言﹂
を発信した川崎市は︑自衛隊
音楽祭への後援や自衛官募
集業務を中止するよう求め
ています︒

約５万円︑総額 億円もの負担増が押しつけら

１人あたり年間

方で︑自衛隊入隊激励会や︑

の憲法を守るつどいなどへの市の後援を拒否する一

阿部市長は市民の﹁平和のつどい﹂や﹁９条の会﹂

市民の平和のとりくみを応援︑
自衛官募集業務の中止を

ました︒

初めて市議会本

現を﹂の請願が︑

現︒ 年度には﹁川崎市独自で少人数学級の実

年度から小学１年生で 人以下学級が実
だけに減らされ︑ 年度は全市でわずか２校し

きめ細かな指導に効果抜群
少人数学級の拡大を

15

要望も聞きながら清掃実施のあり方を検討す

する﹂との公約を守らない民主党政権に対し︑

員が﹁ 歳になったら︑なぜこん
な扱いを受けなければならないの
か﹂との声を紹介し︑市が支給を
継続するよう強く求めました︒

老人医療費助成は
廃止でなく
存続・拡充こそ
有料化︵ 年︶につづき︑ 年

れると指摘︒あいつぐ増税・保険料等の負担増
に苦しむ高齢者を救済するために︑助成制度を

耐震改修工事が行な
われた有馬第１住宅

存続・拡充することこそ自治体の役割だと主張
し︑廃止に反対しました︒

年９月議会で石川議員は︑
地震による倒壊の危険性が高い
市営住宅の耐震改修について質
問︒まちづくり局長は︑明石穂︑
新作︑有馬第１住宅︵ 年度調
査︶は﹁工事を 年度の早期に
実施する﹂と答弁︒
また︑高齢者の住宅の家具転
倒防止金具の無料取り付け事業

るよう求めました︒

協力も得て︑とりくみを強化す

について︑地元の工務店などの

市営住宅の耐震改修︑
家具転倒防止策の推進

プール無料券の継続支給を求めて副市長に申し入れる
共産党市議団（08 年 4 月）

一刻も早く小
る﹂と答えました︒
市議会で代表質問する
石川議員

学２年生の全学

級︑中学１年生

に拡充するよう

求めています︒

小中学校の全普通教室に
エアコン設置が完了
年８月までに市立小学校 校︑ろう学校な
ど計 校の１９２６教室に︑また市立中学校は
・ 年に 校７９４教室にエアコンが設置さ
れ︑市内小中学校の全普通教室にエアコン設置
が完了︒共産党は議会質問や猛暑の夏に教育長
に申し入れるなど︑設置を求めてきました︒

高齢者と障害者にやさしい川崎へ
介護・福祉の充実を

一刻も早く廃止するよう市長が国に申し入れる
べきと︑市議会で主張しました︒

歳以上が打ち切られた
﹁プール無料券﹂
支給を
国保加入者への保健事業として行なわれてき
た余熱利用プールやトレーニング施設の無料利
用券が︑ 歳以上の人は﹁後期高齢者医療﹂の

月には︑市独自の老人医療費助成

阿部市長は敬老無料パスの廃止・

ました︒共産党市議団はただちに︑市の責任で

老人医療費助成の廃止やめよと市役所前
での市民の座り込み行動を激励する共産
党市議団（07 年 12 月）

初めて宮前区役所ロビーで開催された
原爆展を見学（2010 年 3 月）

67

石川けんじ
プロフィール

﹁プール券等無料券﹂を支給するよう申し入れ︑

07

16

後期高齢者医療制度の
廃止を国に求めよ

建ての保険に加入させられ︑差別医療をしいら

それまで加入していた医療保険から強制的に別

ら導入した後期高齢者医療制度︒ 歳になると

自公政権が老人保健法を廃止して 年４月か
08

75

69

89

共産党は︑同制度の廃止を求め︑
﹁すぐ廃止

れることになりました︒

22

35

共産党市議団主催の教育シンポジウム
（08
年 9 月）
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12

75

04

07

75

保険に移行したため︑ 年４月から打ち切られ
08

09

41

08

● 横 浜 市 生 ま れ。
県立港北高校卒業、
和光大学文学部で
学ぶ。1999 年か
ら市会議員、以降、
市議会総務委員会、
市民委員会、環境
委員会、まちづく
り委員会などの各
委員を務める。現
在３期目。

12

2
75

08

09 90

09

07

09

09

08

場︒入所待機者が
多いのに︑職員不

足︒市は増設で待機者を減らすのでなく︑介護

に増え︑深刻さを増す特別養護老人ホームの不

待機者数が５３８６人︵２０１０年４月時点︶

規から正規職員へ

介護施設の非正

入れられません︒

数いっぱいに受け

特別養護老人ホーム
民有地の確保を含め増設を

保険法で﹁要介護１﹂から入所できる基準を﹁要
の格上げやパート

足のため︑ベッド

介護３﹂からと改悪し︑待機者数を低く抑える
職員の時給引き上
げなどへの費用補助︑住宅手当補助を実施して

やり方をとっています︒
年６月議会の代表質問で石川議員は﹁もう
いる東京都千代田区などのとりくみを紹介し︑
年６月議会で石川議員は﹁川崎市でも支援策

て保険料を引き下げ
るべきと主張︒そう
した提案が生かさ
れ︑同基金から 億
円をあて一部を除き
保険料がすえおきに
なりました︒ひきつ
づき引き下げを求め

が広がっている向丘出張所

２０１１年 機能縮小計画に住民の不安
度からの﹁区
役所と支所・
出張所機能の
再編縮小﹂に
より︑これま
で向丘出張所
で行なってい
た届け出業務
を区役所に一
本化する計画
が打ち出されました︒ 年 月議会で石

年３月議会で石川議員は︑
﹁宮前区

宮前区役所周辺への
交通アクセス改善を

うよう求めました︒

ありき〟ではなく住民と徹底的に話しあ

が悪い﹂などの声を紹介し〝再編︑先に

が１時間に１〜２本しかなく︑交通の便

指摘︒住民説明会での﹁区役所へはバス

を提供することこそサービス向上だ﹂と

川議員は﹁住民の身近な場所でサービス

12

役所周辺に集中する︑市民館︑図書館︑
福祉事務所︑保健所︑消防署︑警察署な
どへの交通アクセスの改善は︑もっとも
重要な市民サービスの課題だ﹂と指摘し︑
対策を要求︒総合企画局長は﹁関係局区
と検討したい﹂と答えました︒

困難な視覚障害者にとって必要なパソコンの
データを点字に置き換える超小型点字ディスプ
レイについて︑障害者の日常生活用具給付事業
の給付対象にするよう要求︒健康福祉局長が
﹁給
付基準の見直しを検討したい﹂と答えました︒

●障害者生活支援センター
相談体制の拡充を
市内９ヵ所の生活支援センターが障害者の相
談にあたっていますが︑うち７ヵ所は相談員が
１名だけで休みも十分とれない状態︒石川議員
べ︑実態にみあった職員体制の確立と財政措置

は︑障害の特性や時間を要する相談も多いと述

移行を支援する︒移行後は在宅での生活が困難

入所定員の増員︵ 名定員︶が

せて重度障害者等の生活施設の

田リハビリテーションセンター再編整備にあわ

を求めました︒

ています︒

向丘出張所は、
機能縮小でなく充実こそ

な方の受け入れを行なう﹂と答弁︒中原区の井

川崎市予算議会前のテレビ討論
︵ＴＶＫ︶に共産党市議団を代
表して出演

給付費の準備基金﹂の約 億円を全額取り崩し

時︑共産党は︑これまで市が積み立てた﹁介護

年度から３年間の介護保険料を決める改定

介護保険料の引き下げを

を講ずべき﹂と求めました︒

08

これ以上の建設の遅れは許されない︒公有地の
積極的活用と全庁的なとりくみを﹂と要求︒
年度までの市の﹁整備促進プラン﹂で宮前区内
での増設計画
がない問題に
ついて 年
月議会では︑
﹁ 民有地を含
め市が積極的
に土地の確保
に努めるべき﹂

と求めました︒

介護施設の人材確保へ
市独自の支援策を
国が介護報酬を引き下げてきた影響で劣悪な
労働条件がしいられ︑人材不足が深刻な介護現

﹁障害者自立支援法﹂
の廃止︑
低所得者は市独自で無料に
障害者が福祉サービスを利用するたびに１割
の利用料負担がかかり︑しかも重い障害の人ほ
ど重い負担になる﹁障害者自立支援法﹂
︒この
世界に例のない悪法の廃止を求める世論と運動
が政治を動かしています︒
共産党市議団は﹁自立破壊法は廃止すべき﹂
と一貫して主張︑障害者と家族︑関係団体のみ
なさんの意見・要望を聞き︑議会で実態を示し
て告発︒
﹁応能負担にもどし︑低所得の方の利
用料を無料に﹂とくり返し求めてきました︒

08

進められることになりました︒
また︑再編整備で同センター
が民営化される問題について︑
﹁いままで築き上げてきた人間
関係によって可能になっていた
支援が断ち切られる﹂︵ 年３月
議会︶と反対しました︒

●視覚障害者への
生活用具給付の拡充
石川議員は︑情報を得るのに

子どもの成長や発達に関する相談に応じて、支
援を必要とするお子さん
（０〜 18歳）にそった
療育支援や情報提供を行なう
「川崎西部地域療
育センター」が 2010年４月、宮前区平に開所。
石川議員も施設内容の充実や整備促進を求めて
きました。

障害者入所施設の整備を
年 月議会で石川議員は︑障害者入所施設
の整備とシ
ィの充実を
求め︑健康
年度ま

福祉局長は
﹁

でに希望す
る施設入所
者 に 対 し︑
グループホ
ーム等への

09

共産党市議団主催の介護問題シンポジウ
ム（08 年 5 月）

25

成人ぜん息患者医療費助成制度で本人１割負担をなくそ
うと、川崎公害患者と家族の会の学習会で、市議会での
とりくみを発言する石川議員（07 年 10 月）

西部地域療育センターが
宮前区平に開設

12
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11

36

09

13
鷺沼プール跡地に整備された特別養護老
人ホームなど高齢者複合施設

ョートステ

中原区の井田リハビリテーションセンターを視察
（07 年 9 月）

70

09

12

09

08

07

〝派遣切り〟
やめよ！
壊につながっている悲

態︑雇用破壊が生活破

雇用を守り拡大するとりくみ︑
中小企業と商店街の支援を

﹁雇用と労働アンケート﹂結果届け︑
痛な声が多数寄せられ︑
多くの人たちが身近に

市長と神奈川労働局に申し入れ

ス﹂が５００人︑﹁プレス工業﹂が４００人など︑
時間・サービス残業が

らされた職場では超長

解雇を経験し︑人が減

大企業が派遣・非正規労働者の大量解雇を次つ
横行︑健康破壊が進行

年末︑市内でも﹁三菱ふそうトラックバ

ぎ発表︒実態を調査しようと共産党川崎市議団

ワンストップの
相談窓口の設置を
雇用破壊が広がり︑多くの市民が失業

により生活や家庭も崩壊しかねない状況

に追い込まれています︒共産党は︑雇用

問題と同時に︑生活︑健康︑多岐にわた

る相談内容にワンストップで対応できる

総合的な相談窓口を各区に設置するよう

求めています︒

地元自治体の役割が決定的

高校生の就職支援を

神奈川県内の高校生の就職内定率は 年 月

施し︑約１６００人の回答が寄せられました︒
と神奈川労働局に要望書を提出︒市民の雇用と︑

共産党市議団はアンケート結果をもって市長
就職にとって︑市内企業︑地元自治体が果たす

時点で ・６％︑全国ワースト４位︒高校生の

している実態がうきぼりになりました︒

〝派遣切り〟など人間扱いされない職場の実

工場家賃︑機械リース代など

﹁固定費﹂
への補助を提案

２０１０年３月議会で共産党は︑北九州市が
年 月から実施した﹁新規高卒採用拡大ロー
ラー作戦﹂のよ

とこそ最大の景気対策であり︑市長が大量首切

市議会で共産党は︑
﹁安定した雇用を守るこ
求人開拓に全力

内企業をまわり

市長を先頭に市

うに︑川崎市も

りの撤回を市内大企業に申し入れるべき﹂と要
をあげるよう求

に市が補助する制度を提案しています︒

ん︒共産党は︑この増額とともにプレミアム分

は印刷費や広報費等の一部しか助成していませ

など発行経費全額を補助していますが︑川崎市

神戸市ではプレミアム分の２分の１と印刷代

めました︒

求︵ 年 月議会︶
︒雇用を守る社会的責任を
果たさせるよう市長が大企業に要請をと︑くり
返し求めています︒

消費を刺激︑プレミアム
付き商品券への補助を提案
１万円で券を購入して１万１千円分の買い物
ができる ％プ

商店街の街路灯への補助を
年３月議会で石川議員は︑商店会から要望

の独自のとりく

が︑多摩区商連

人を増やすこと

の補助を要求︒市民局長は﹁商店街連合会への

ネタイプの器具︵ＬＥＤ化等︶に切り替える際

の強い街路灯の電気代への補助率アップ︑省エ

契約条例﹂の制定について︑３月

金・労働条件を確保するための﹁公

公共工事での下請け労働者の賃

を参考に公共事業の品質管理とと

会で要求︒市長が﹁野田市の条例

野田市を視察調査し︑ 年 月議

は全国初の条例を制定した千葉県

のは共産党だけ︶
︒共産党市議団

２０００年以降︑川崎市建設労

始する﹂と初めて約束していまし

す﹃公契約条例﹄制定の検討を開
大阪市で開催された中小企業民間サミッ
トに参加した石川議員︵ 年 月︶

い﹂と答弁︒ＬＥＤ化も始まっています︒

ヒアリングも実施し︑支援策を検討していきた
した︒

ゼ ロ を 実 施︒

議会での共産党の代表質問に財政

公共工事で下請け労働者に適正な賃金・労働条件を
確保する
﹁公契約条例﹂ ２０１０年度中に策定へ

共産党は︑川

局長が﹁２０１０年度中に議会に

働組合協議会が毎年の対市交渉で

た︒

もに適正な労働条件の確保をめざ

要請︒
︵ 年提出の請願に賛成した

提案したい﹂と答えました︒

派遣村村長の湯浅誠氏を招き、共産
党市議団主催で「格差と貧困」を考
えるシンポジウム（08 年 7 月）

みで実証されま

街で買い物する

を刺激し︑商店

商品券は︑消費

レミアム付きの

10

八王子市や大阪・八尾市など︑中小企業の工
場や雇用の維持を財政的に支援する自治体独自
のとりくみが広がっています︒
共産党は︑川崎市でも︑工場家賃や工作機の
リース代︑雇用維持など﹁固定費﹂への補助を
創設するよう提案︒大企業から地元中小企業へ
の仕事が優先的に確保されるよう市の対策を求

67

12

12

めています︒

﹁小口融資﹂を金利ゼロに
事業所の９割以上が従業員 人以下の川崎市
では︑小規模事業所への融資の拡充が求められ

12

崎市でも﹁小
資の金利をゼ

09

ています︒
証制度﹂対象

雇用を守る社会的責任︑
市長は市内大企業に要請を

役割は決定的です︒

12

健康︑生活を守る緊急対策を申し入れました︒

は 年１月から﹁雇用と労働アンケート﹂を実

雇用対策の申し入れを副市長に提出する共産党市議団
（08 年 12 月）

09

08

08

05

ロにするよう
求めていま

09

の融資は金利

多摩区商連のとりくみについて登戸東通り商
店会役員と懇談（09 年４月）

08 年 12 月、500 人の〝派遣切り〟を発表した三
菱ふそうトラックバス㈱川崎工場前での労働者の
抗議行動

口零細﹂の融

高津区の「下野毛工業会」で要望を聞く

す︒

11

19

東京都大田区では 年から﹁小口零細企業保
09
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交通便利で︑緑ゆたかな住みよい
宮前区のまちづくり

交通不便地域に
コミュニティバス導入を
山坂の多い宮前区で︑鉄道駅やバス停から
離れた地域に住む住民にとって︑ミニバス︵コ
石川議員は︑県営野川南台団地自治会と協力
多くの自治体が運営経費に補助している実例を

見込めないことから事業者が現れないと指摘︒

の初期投資に限られているため︑事業の採算が

して現地調査やバス事業者との懇談も行ない︑
紹介し︑
﹁交通不便地域の解消は行政の責任で

ミュニティ交通︶の実現は切実な課題です︒

他都市の視察︑独自にアンケートも実施し︑新
あり︑運行経費への補助を﹂と求めています︒

くり局長が「高齢者等に適用される運賃の

城駅や鷺沼駅へのバスルートを提案︒そうした
なか︑南野川︑白幡台︑有馬・東有馬地域での
走行実験や試行運行も行なわれ︑南野川地域で

野川台の
住民のみな
さんも通勤
で多く利用
する東急梶
ヶ谷駅の周
辺整備・交
通安全対策
では︑ 年に駅西側にバスターミナル

梶ヶ谷駅横に整備されたたバス
ターミナルと一般車両の転回場所

︵折返し場︶が実現し︑その後︑一般
車両やタクシーの転回場所︑交番︑駐
輪場︵６００台分︶も整備されました︒
バスターミナルから駅までの約 ｍの
歩道も拡幅されました︒
この問題で共産党市議団は住民のみ
なさんと力をあわせ︑署名運動にも協
力し︑議会でくり返し質問︒当時︑市
内の全鉄道駅 駅のうち︑路線バスの
起点終点になっていながらバスターミ
梶ヶ谷駅が市内で

ナルがない駅は３駅だけで︑そのうち

干潟を守れ
絶滅危惧種の野鳥・
生物が数多く生息し︑
貴重な自然が残る県内
最大の多摩川河口干潟
︶を視察︒この
道路﹂建設計画をやめ

干潟を壊す﹁羽田連絡

︵

45

た︒

な力になりまし

ル等の実現の大き

が︑バスターミナ

地も提案したこと

指摘︒具体的な用

造になっていると

一番危険な駅前構

バスターミナルを実現しましょうと、以前、
梶ヶ谷駅前で署名を訴える石川議員（左）

は団地自治会が自主運
営する﹁みらい号﹂が
運 行 開 始 さ れ ま し た︒

市が運営経費の
補助にふみだせ
コミュニティバスに
ついて議会で質問して

翌年３月議会での共産党の質問に、まちづ

●神木本町４丁目や犬蔵３丁目の開発では

きた石川議員は︑市の

し、支援の検討も必要と考える」と答弁。
画になっていることから、さらに改善を求めて協議中です。

れあいの森﹂の整備などもとりあげるなか︑森
に入る階
段の補修︑
手すり設
置などが
進みまし

境に配慮されるよう改善がはかられ、現在は計画変更後も密集した計

支援が車両購入費など

市長が「通常の路線バスとの公平性に配慮

また石川議員が︑緑地保全とともに﹁野川ふ

ティバスへの補助を求めたのに対し、阿部
市として見直しを指導するよう求めた結果、市独自の基準を設けて環

市議会質問でコミュニティ
バス導入を迫る石川議員

自然と歴史が残る
野川緑地群を保全
﹁緑の散歩道﹂を提案
石川議員が議会で要求するなかで 年に保全
が実現した﹁野川十三坊台特別緑地保全地区﹂

る補助を行なっています。09 年 12 月議
宮前区鷺沼 4 丁目のサレジオ学園跡地に建設が予定されたマンショ

石川けんじ議会報告 10
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や２ヵ所の﹁ふれあいの森﹂などについて︑

市に働きかけるよう議会で質問（09 年 12 月議会）
。隣接地にグリー

るよう求めています︒

有馬地域の周辺住民の生活環境に配慮した計画になるよう市から横浜

た︒

有馬地域と隣接する横浜市域での牛久保大規模墓地建設計画では、

年 月議会で環境局長は﹁これらの緑地のまと

開発前、神木本町４丁目の計画地を調査

●有馬地域の
横浜市側「牛久保大規模墓地」建設計画

現在、市のバス事業では 65 歳以上の

05

かられました。

まりを称して︑
緑と水を形づくる要素として﹃野

結果、隣接地への配慮などがは

川緑地群﹄と位置づけられている﹂と説明︒

情が趣旨採択されました。その

会で石川議員が、福祉的観点からコミュニ
ン建設問題では、
02 年 8 月の市議会まちづくり委員会での請願審査で、

交通安全対策をすすめました
まちづくり委員会でも住民の陳

南野川で自主運営されてい
るコミュニティワゴンタク
シー「みらい号」

高齢者の乗車に対して２００円を半額にす

●サレジオ学園跡地のマンション建設では

梶ヶ谷駅前 バスターミナル整備など
について、05 年 5 月、市議会

地域の交通問題を考えるつどいで
報告する石川議員

進めている」と答えました。
土砂で埋める大規模な宅地開発計画に対して、土砂崩れの危険も含め、

95
ha

スコミも注目、
「脱法的開発」

割引相当額を交通事業者に補助する検討を
補修された「野川ふれあいの森」
の階段を点検する石川議員

神木本町４丁目の約９ha の谷戸の約半分を４ｔトラック７千台分の

石川議員は﹁野川緑地群をもっと市民にア

07

40

ンベルトをつくることなどを求めました。

ピールし︑歴史的遺産もあるこの地域の緑地

野川の緑地を調査し、住民と対話する石川議員

高齢者運賃の割引相当額を
交通事業者に補助へ

開発から緑と住環境を
守るために

03

に﹃緑の散歩道﹄を位置づける﹂ことを提案︑
環境局長が検討を約束しました︒

員も支援。犬蔵３丁目のマンション建設は「しっぽ」の開発としてマ

4
12

雨水対策や土壌改良など安全対策を求める住民運動がおこり、石川議

市議会質問で住民要求を
とりあげ実現を迫る石川議員

5

宮前区の身近な要求を
議会でとりあげ
解決にとりくんできました

◉鷺沼駅行政サービスコーナー設置

◉菅生緑地の放置車両対策
◉菅生ヶ丘環境対策と市道菅

◉土橋小学校校門付近に街路灯設置
◉鷺沼駅周辺の混雑解消
施設改善

◉菅生保育園の手すり改修

◉長尾公園の整備

ラーを設置

長沢浄水場
入口バス停

◉梶ヶ谷駅前バスターミナル整備

長沢浄水場入口、雨の日
は傘もさせなかった危
ないバス停、安全対策で
待機スペースを実現

向丘出張所
（関連 p6）

◉ JR 梶ヶ谷貨物ターミナルの騒

梶ヶ谷駅
尻手黒川

道路

◉向丘出張所の地域開放ス

発問題

◉長沢浄水場入口バス停に待

◉神木本町４丁目の宅地開発

機スペース整備

に伴う安全対策

◉高山団地入口５叉路にカー

◉神木公民館信号付近の雨水

ブミラー設置

対策
おし沼付近の道路

市線

東急田園都

◉有馬第１団地前バス停の上屋設置
◉有馬第１団地にエレベーター設置
◉有馬第２団地前バス停の折り返し所

有馬・野川
生涯学習支援施設

備などバス増便
◉野川の緑地を保全（関連 p11）

路線の延長という

形で実施されます

38

が︑同路線が１ 日

便あることから︑

◉野川第１公園付近のカーブミラー設置

石川議員の質問に

◉東急バス鷺沼〜すみれが丘線の延伸

高山団地入口の
危険な５叉路に
新たなカーブミ
ラーを設置

交通局長が︑新路

◉東急バス路線（宮 01・02）の存続

38

線も﹁できるだけ

段に手すり設置

便に近い数を運

◉野川南台団地から久末バス停への階

行したい﹂と答え

◉交通不便地域にコミュニティ交通

◉有馬・野川生涯学習支援施設の整備
の階段に手すり設置

野川緑地群

◉尻手黒川道路・野川地域の雨水対策

◉有馬川側道の補修
◉有馬保育園の屋上テラス改修、入口

野川南台
団地

ています︒

の上屋設置、歩道スロープの解消

◉野川住宅前にバス停折り返し所の整

おし沼〜向ヶ丘遊園駅の
バス路線が新設

鷺沼駅
多摩プラーザ駅

地域のみなさんの長年の要望だった︽おし

◉ＮＥＣ研究所跡地の開発問題

沼 〜 向 ヶ 丘 遊 園 駅 ︾ の バ ス 路 線 が２ ０ １ ０ 年

宮崎台駅
宮前平駅

夏頃までに新設︒これは︽溝ノ口駅〜おし沼︾

◉宮崎第２公園の整備

ペース整備、機能の存続

宮前区役所

◉馬絹交差点の雨水排水対策（予定）

策（予定）

改善

◉犬蔵交差点付近にカーブミ

◉宮崎 3 丁目ワンルームマンショ

音・環境対策

◉鷺沼ふれあい広場の交通安全対

◉との下橋バス停付近の歩道

◉犬蔵３丁目のマンション開

（関連記事 p10）

◉子育て支援センターさぎぬまの

ゲートボール場の整備要求

生 284 号線の拡張
（検討中）

ン建設問題

◉土橋交差点の安全対策

◉生田緑地の未利用地への

ふれあいスペース宮前

︵
上

09

市民館・図書館分館

09

02

有馬・野川生涯学習支援施設
﹁アリーノ﹂がオープン

90

有 馬 第 ２ 団 地 前 に 年 ５ 月 オ ー プ ン︒ 会
議室︑和室︑調理室︑図書室等があります︒
﹁ 有 馬・ 野 川 地 区 市 民 館・ 図 書 館 分 館 づ く
り推進協議会﹂
など長年の住民
運動と力をあわ
せ︑阿部市長が
最初の﹁行革プ
ラ ン ﹂︵ 年 ９
月︶で事業凍結
にした際も︑石
川議員は議会で
﹁凍結解除﹂
﹁早
期整備﹂を求め
てきました︒

06

鷺沼プール跡地に
市民交流施設を実現

鷺沼プール跡地に整備された特養老人
ホーム︑介護予防拠点など高齢者複合施設
の１階に︑約 ㎡の市民交流施設﹁ふれあ
いスペース宮前﹂が 年４月にオープン
︒ 年 ３ 月 議 会 で 石 川 議 員 は︑ 高
齢者施設に市民開放のスペース確保を求め
てきました︒

鷺沼駅に北口改札口が
できます ︵２０１１年４月︶

鷺沼駅は１日の乗降客が平均６万人以上
で宮前区内でもっとも利用者の多い駅で
す︒東急電鉄㈱が北口改札口を 年４月に
開設すると決定︒共産党は鷺沼駅舎をフタ
か け 構 造 に し︑ 土 橋 や 鷺 沼３・４ 丁 目 側 か
ら 利 用 し や す く な る よ う 提 案 し︑ 毎 年︑ 市
に予算要望してきました︒

●駅周辺の駐輪場問題

鷺沼駅第一駐輪場の移設が今後の課題
で す︒ 移 設 場 所 は こ れ か ら 検 討 さ れ ま す
が︑東急ストア横の駐輪場の移設も含め︑
鷺沼駅周辺の駐輪場対策を根本的に見直
し︑整備するよう求めています︒
13 石川けんじ議会報告

11

の
写
真
︶

野川南台団地から久末バス停に至る長く
急な階段の中央部に新たな手すりが設置
されました

石川けんじ議会報告 12

建設的提案と、
ねばりの論戦で

私立幼稚園の保育料
新政権が
減らした 補助を市が補てん
所得Dランク
（7,754人）
の減額分
（第1子
は18,600円）
を補てん、前年同額を維持

35人学級を小学1年生で
全校実施〜２年生は69校まで拡大
小中学校教員の「定数内欠員」
が
前年274人から2010年度115人へ

共産党

公明党

民主党

小中学校の全普通教室に
エアコン設置が完了
学校トイレ快適化改修工事もスタート

○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ●

中小企業融資の利率を
引き下げ、雇用対策も
就業カウンセリング・マッチング事業
強化、
商店街の街路灯LED化

○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ●
○ ○ ○ ●

公共工事での労働者賃金
を確保する「公契約条例」

臨海部・水江町の企業誘致事業用地
5万5621㎡を237億円で購入する議案
自民党

民主党

公明党

共産党

○

○

○

●

（○賛成 ●反対）

に
大企業
ど
甘いな

2010年度中に策定へ

問題点の多い市長案には

市民の目線で「条例修正案」

CO2削減を排出企業に求めない条例案や、大企業の水道料
金だけ手厚く値下げする条例案、事実上 住民投票させない
住民投票条例案など、問題点の多い市長原案に対し、共産党市
議団は市民の目線から
「修正案」を提案してきました。

みなさんの願いを実現︑前進させました

１人総額26,000円から89,000円に増額
里帰り出産でも使えるように改善

共産党川崎市議団︵ 人︶は︑市民の運動と力をあわせた市議会でのねばり
強い論戦と建設的提案で︑みなさんの願いを一歩一歩前進させました︒

あいつぐ福祉切り捨て︑
市民負担増に

キッパリ反対

市立幼稚園を廃止する条例
（2009年9月）

自民党

（2009年3月）

学童保育︑公立幼稚園︑敬老無料パス︑

15 石川けんじ議会報告

重度障害者等の入院時食事費補
助を廃止する条例（2003年12月）
バスの敬老無料パスを廃止・
有料化する条例（2004年3月）
老人医療費助成を廃止する条
例（2007年12月）
後期高齢者医療制度を導入
する条例（2008年3月）
介護保険料を値上げする条例

老人医療費助成︑介護援助手当︑重度障

保育園・特養ホーム増設が進まないのに…

市は、水江町237億円（下写真）、殿町3丁目23.5億円など、臨
海部の企業誘致の土地購入には次つぎ大金投入。共産党市議団
は、認可保育園や特養老人ホーム増設のためにこそ、市が土地の
確保に責任を果たすよう求めています。

08年12月議会

害者等の入院時食事費補助や難病患者へ

400億円（見込額）

の療養費補助まで廃止・削減するなど︑

さらに 多摩川河口に
新たな橋 を架ける計画も

福祉を次つぎ切り捨ててきた現市長︒

いまある2機で年間13.5万TEUの処理能力
があるのに、08年の年間取扱量は5.1万TEU
でした。
（1TEU=20フィートコンテナ1個）

市民いじめに自民・公明・民主などが

修復︒共産党市議団は︑ムダな開発を

やめるなどの財源を示して︑子育てや

福祉・くらしを最優先する﹁予算くみ

3機目のガントリークレーン

福祉切り捨て
議案への
各党の態度

の活動紹介

妊婦健診への公費助成
５回から14回に拡大

（○賛成 ●反対）

臨海部・企業誘致の土地購入には260億円
船の来ない港 に計画

すべて賛成するなか︑共産党市議団はこ

10

議会でがんばる
れらの福祉切り捨てに反対してきました︒

09

福祉・くらし最優先で
毎年
﹁予算くみかえ﹂を提案

年 月の市長選で現市長の対立候

補を立てた自民や民主は︑直後の

2010年度の市長予算案にこぞって

かえ﹂を提案しています︒

とい

賛成し︑自公民﹁オール与党﹂体制を

加 えて3機 目 を 建 設 する設 計 費 を

い
がな
土地う理由で

不要不急の開発事業ストップを！

いまの市長は︑車がほとんど走ら

新 年 度 予 算 化︒
こうした税金ムダづ

かいをやめるよう 主 張しているのは

共産党市議団だけです︒

小杉再開発で市が

億円

ビジネスホテル建設

土地代含め整備費

44

ない高速道路や︑ビジネスホテル建

2010年度までに

1メートル1億円 総事業費6252億円

設などを強行し︑
〝船の来ない港〟
川

高速川崎縦貫道路の建設

崎港コンテナターミナルに現在2機

︵ 億円︶
あるガントリークレーンに

32

税金のムダづかいをただす

市民の願いにこたえ

日本共産党
川崎市会議員団

議案提案権を行使して提案しました
●住民投票条例・修正案（2008年6月）
●水道料金条例・修正案（2009年10月）
●地球温暖化防止条例・修正案（2009年12月）
石川けんじ議会報告 14

かけがえのない野川の里山・緑地
野川の「十三坊台特別緑地保全地区」の風景。石川けんじ議
員が議会で求めるなかで保全されました。07 年 12 月議会で
石川議員は「野川地区の緑地は点在している里山で構成されて
おり、ここに『緑の散歩道』を」と提案。環境局長は「野川地
区には十三坊台特別緑地保全地区や野川ふれあいの森などの自
然資源や川崎最古の寺である影向寺、中・近世の供養塚である
十三坊塚など歴史的資源があることから、これらの資源をネッ
トワーク化することによって、緑の散歩道は地域の魅力づくり
や区民の健康づくりに寄与するものと受けとめており、区と十
分連携しながら検討してまいりたい」と答えました。
（関連記事 p11）

ご意見・ご要望は

FAX 044-245-4140
Eメール info@kawasaki.gr.jp
ホームページをごらんください

http://www.ishikawa-kenji.jp/
または「石川けんじ」で検索してください

