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2014 年10月号外
日本共産党川崎市議会議員団
川崎市川崎区宮本町 1
川崎市役所内 ☎044
（200）
3360

● 川崎市議会議員
（当選２回）
● 趣味は映画鑑賞、読書。家族は夫と１男３女。上麻生在住

「気さくで元気」
「くらし
かつまたみつえの 生い立ち・原点

1953 年、愛媛県八幡浜市で生まれました。
父親はすだれつくりの職人で、生まじめな人。
私は父親以上に「まじめ」で、小・中・高校
とも無遅刻・無欠席をつらぬきました。
高校に入ると、その「まじめさ」をかわ
れて、３年間クラス委員をまかされました。
ヤンキー風の生徒にずいぶん慕われて、
「
（私
のことを）守ってあげなければ」というふう
に接してくれました。

高校３年のとき、生徒会長だった先輩から
さそわれて民主青年同盟に加盟しました。社
会のことを知りたくて勉強。
日本共産党は戦前命をかけて平和を貫いた
党。人間らしく生きられる社会をつくるため
に大学１年のとき入党しました。

大学を卒業して、幼稚園の先生になりまし

イキング

ハ
若い頃家族で

（あいうえお順）
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により添い政治をかえる」
た。ところがその幼稚園、絵本もない、備

―その思いで胸が張り裂けそう。どうか、平

品もない、教材もない。おまけに有給休暇も

和を守る、その先頭にたたせてください。
地域を廻って相談をうけ、
少しでも「楽になっ

ない、健康保険もないというひどいところで

た」という声を聞くととっても嬉しい。

した。先生全員によびかけて組合を作って

「誰もが住んでいてよかったという川崎」に

交渉。ようやく幼稚園らしくなりました。

変えなければなりません。そのために力いっ

結婚は 23 歳。
「しんぶん赤旗」の記者さん

ぱい頑張ります。

とでした。
そして上京。
その後４人の子育てに追われる日々でした。

仕事をしながら、４人分の夜のお弁当を
作って保育園の父母会に参加し、学童保育の会
長をつとめました。お兄ちゃんが私に甘える
ために「お腹をわざと出して寝て、熱をだし
た」ということもありましたが、子育ては楽し
かった。
海外で戦争する国づくりのため、集団的自
衛権行使容認の閣議決定が強行された今。
愛おしい子ども達を、そして若者達を、再
び戦場に送ってはならない、憲法９条を守れ

応援しています
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みなさんの要求をしっかり受け
2014 年第1 回市議会の代表討論

■ 待機児童ゼロへ
認可保育所の増設を
待機児童は増えるばかりです。勝又議員は代表質問
（１０年６月）で認可保育所の整備目標の引き上げと、
施設用地の確保を市が責任をもって行うよう要求、市
は国や県に積極的に働きかけると答弁しました。

私立幼稚園の入園料平均額
2012年度の20政令市比較
川崎市
横浜市
相模原市
千葉市
さいたま市
福岡市
京都市
大阪市
札幌市
堺市
神戸市
広島市
名古屋市
北九州市
新潟市
浜松市
仙台市
岡山市
静岡市
熊本市

133,581円
114,730円
83,893円
73,304円
72,839円
63,400円
59,939円
56,017円
53,318円
50,446円
49,996円
46,032円
42,395円
38,282円
37,047円
36,250円
34,377円
33,056円
32,055円
27,041円

■ 高すぎる私立幼稚園の
保育料・入園料に補助を
２０政令市のなかで一番高い私立幼稚園の入
園料と保育料。年額４９万円近く払わなくてはな
りません。市からの補助は切実な願いです。
共産党は０９年の予算議会の代表質問で「派
遣切りなどで生活が困窮している家庭が増えて
いる」と高すぎる入園料・保育料への補助の増
額をせまりました。
＊2012年５月１日時点
川崎市議会局調査課の調べ

■ 中学生までの医療費無料化に全力
多摩川を越えたら、東京２３区、さいたま市は中学校卒業まで子ども
の医療費は無料で所得制限もありません。ところが川崎市は小学校１
年生まで、それも１歳から所得制限つき。共産党はくり返し、川崎市でも
中学校卒業まで拡大し、それも所得制限なしで行えと要求。１４年の本
会議でもとりあげました。
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とめて、実現のためにがんばってきました
■ 繊維筋痛症へのサポート体制を
繊維筋痛症で苦しんでいる人からの訴えがありました。勝又議員は検査しても異常がわかりにくく、確
立した治療法もなく保険適用外のため、大変な生活苦を強いられている患者の実態を示し、病気の周知、
患者への援助の必要性を指摘し、市としての実態調査とサポート体制の確立を求めました。

■ 磁気ループシステムの設置を求める
補聴器だけでは聞き取りにくい環境でも鮮明に聞くことができる磁気
ループシステム。勝又議員は、福祉施設や公共施設への設置を求めてき
ました。市は川崎球場や、等々力陸上競技場への検討をしていることを
明らかにしました。さらに、生涯学習センター、公会堂、スポーツセンター、
区民館への設置を求めています。

■ 車イス用階段昇降機に
公的補助実現
勝又議員は車イス用階段昇降機に
対する全国の給付対象の実態を紹介。
すでに１０政令市で対象にしているこ
とを明らかにし、０９年４月から介護保
険でレンタルできるようになりました。
スカラモービル社のホームページより

■ 特別養護老人ホームの増設を
待機者数４９２７人（1４年４
月）は入所定員数の１.２倍。
川崎市の特別養護老人ホー
ムの建設は異常な遅れです。
共産党は一貫して増設を要
求。１４年に「ラスール麻生」
が完成しましたが、まだまだ
足りないのが現状。
ひきつづき増設を要求して
います。

完成したラスール麻生
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子どもたちが大切に

子ども４人と大人２人、計６人分のお弁
当を朝早く作った経験の持ち主。
中学校給食の実施は切実な願いでし
た。市議になってから多くの父母や市
民団体と力をあわせ、中学校給食の実
施を繰り返しもとめてきました。自校調
理方式で安心、安全、おいしい給食・
食育を実施している東京都江戸川区、
群馬県高崎市、また、１万食も作るセ

● おいしくて安全な

勝又さんは子どもが中学生のとき、

〜中学校給食いよいよ実現へ

江戸川区小岩第四中学校に給食の視察（１３年１１月）

へ全力

中野島中学校の調査視察

自校調理方式こそ
中澤

美智代

元川崎市立中学校教諭

長年運動してきた中学校給食が実現します。勝
又議員は、麻生区の中学校７校を訪問して自校調理方式の給食室
の実現に尽力しています。栄養職員の配置も強く要望しています。
私は千葉の給食センターの視察に同行しましたが、やはり、セン
ターはノーです。自校調理方式をめざす勝又さんに期待しています。
6

給食の献立

ンター方式の施設などを視察してきま
した。「安全でおいしく栄養タップリの
自校調理方式がいい」「災害の防災拠
点としても機能する自校調理方式がい
い」と、その実施のため全力をあげて
います。

される市政へ
■ 小学 3 年生以上も 35人学級を
ようやく実施された３５人学級。ところが自民・公明政権が２年生で
で
市
ストップ。その結果、川崎市もストップしてしまいました。共産党は市
王
独自に３年生以上でも実施すべきと要求。研究指定校として１４年、王
６
禅寺中央小３年生、南百合ヶ丘小４年生、金程小６年生など麻生区の６
校で３５人学級が実施されています。

■ 給付制奨学金の給付枠の拡大を
川崎市の給付制の奨学金制度は経済的困難な生徒にとってなくてはならない制度。申し込む生徒が大
幅に増えてきたことに対して、市は予算額を増やさず、給付額を引き下げることで対応。共産党は予算額
の増額と、申込枠の拡大をせまっています。

■ 通学路の安全確保
通学路の安全対策を一貫して求めてきました。
１３年、対策が必要な通学路は２５９箇所あること
がわかりました。対策を求め、１３年８５箇所、１４
年９２箇所で対策がとられました。１４年、カラー
舗装が１０箇所で行われました。
東柿生小学校付近の通学路

●放射能から子どもたちを守れ
―みずから測定器で計測―
福島第１原発事故による放射能の汚染が
心配されます。１１年６月から１４年３月まで、
共産党は市民のみなさんとともに、子ども
たちが遊ぶ公園を中心に市内６２９箇所で測
定。その結果をホームページで公表してき
ました。同時に市民の不安に応える当面の
対策を市長に申し入れました。心配が多かっ
た保育園・小学校の給食食材の放射能測定
についても迅速な対応を求めました。
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区内の公園で計測する勝又議員

コミュニティバスを走らせよう
麻生区は山坂の多いところ。買い物難民、病院難

■ カーブミラーの設置

民、
高齢化など考えれば「待ったなしの課題」とコミュ

耐用年数１０

ニティバスを走らせるため市の運行経費の支援強化

年といわれる

を迫ってきました。

カーブミラー。
腐食による事
故も。勝又議
員の指摘に０９
年度から１２年
度まで５６８機
が建て替えら
れました。
高石地区を走る山ゆり号の出発式

補修されたカーブミラー

商店の暮らし、営業を守って
増税
ストップ！大

消費税の増税中止を求める意見書案提出
「大増税は中小企業や国民生活を破壊する」と日本共産党と無所属
議員が共同で「（８％への）消費税増税の中止を求める意見書案」
（１３
年１０月）「消費税の再増税の中止を求める意見書案」
（１４年６月）を議
会に提出。運動の先頭に立っています。

■ 商店街への支援を求める
禅寺丸柿まつり（柿生中央商店会）など
の商店街イベントに川崎市がおこなう支援は
ランクが付けられ、わずかな予算しかついて
いません。共産党は、予算額を抜本的に増
やし、ランク付けをやめ希望する商店街全て
に補助率を50％に戻すようもとめています。

恒例の禅寺丸柿まつり
（柿生中央商店会）

■ 住宅リフォーム助成制度の実現を
建築関係の仕事を起こし、地域経済の活性化を図ることができるとし
て実施を求めてきた「住宅リフォーム助成制度」はすでに、全国６２８
自治体（35.1％）で実施され効果を上げています。本市でも早急に実
施するよう求めてきました。
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この党が伸びてこそ 日本
共産党
市政を変えられます 川崎
2 0 1 3 年 1 0 月の 市 長 選 挙で 、前 阿 部 市 政 の 継 承 者（自民・
公明・民主推薦）が敗れ、大型開発優先の市政に「ノー」の審判
が下りました。ところが福 田 新 市 長は、これまで以 上に大 型 開
発を推 進 。いまこそ 福 祉・くらし最 優 先 の日本 共 産 党が伸びる
ことが、みなさんの願いを実現する、たしかな力です。

バツグンの調査力・行動力で

積極的に政策を 提案する党
日夜、市内外へ調査活動に駆ける党市議団。原発事故後
は 10 人の議員が市内数百ヵ所で放射線量を測定。専門家と
の協力で数々の政策提言を市長に提出（右表）。議案提案権
を行使して毎年「予算組み替え案」を提案しています。

市議団
値打ち

この４年間、
専門家との調査研究、協力
により発表した共産党川崎市議団の

政策提言

●市内の独自の放射線量測定結果と対策
●川崎市地震防災戦略の見直しへの提言
●臨海部コンビナートの地震防災対策
●小杉まちづくりなど都市計画の研究
●保育園と老人施設の建設運営の経済効果

市民の声が原動力、市民運動と力あわせ

要求実現で市政を

動かす党

●川崎市の自然エネルギー自立化構想
●国際コンテナ戦略港湾政策の研究
●よりよい中学校給食実現への提案

市民アンケートを何度も実施し、要望を市長や区長に提出。
妊婦健診 14 回公費助成、小中高校のエアコン設置、就学援
助の拡充、公契約条例などを実現。中学校給食の実現も、
市民運動とねばり強い議会論戦、共産党が発議した「市議会
反対

共 自 公 民
産 民 明 主
党 党 党 党

消費税10％反対、税金ムダづかい許さず

悪政とキッパリ 対決する党
船の来ない港 の大開発、 １メートル１億円 の高速縦
貫道路、臨海部に必要ない橋を次つぎ建設する計画（東扇

福祉切り捨て、ムダな開発等の議案への態度
重度障害者の入院時食事費
補助を廃止する条例（2003年12月）
敬老無料パスを廃止・有料
化する条例（2004年3月）

島水江町線540億円、
羽田連絡道路400億円）…。自民・公明・

老人医療費助成を廃止する
条例（2007年12月）

民主などが大型開発優先、福祉切り捨ての予算案に賛成する

心身障害者手当を実質廃止
する条例（2011年6月）

「オール与党」の市議会で、ムダづかいの中止を求めているの
は日本共産党だけです。

高校奨学金の受給額を大幅
減額する条例（2013年6月）
国の悪政に反対する意見書への態度

「戦争する国づくり」憲法改悪許さず

原発の再稼動を認めない意
見書（2012年6月）

今こそ反戦・平和の党を

ＴＰＰ交渉参加しないことを
求める意見書（2013年3月）

アメリカの戦争に日本がまきこまれ、若者を戦場に送る
「集団
的自衛権」行使容認の閣議決定は撤回を、戦争する国づくりの
法整備は許さない…。
「憲法９条を守れ」の願いを託せるのは、
立党以来92年、反戦・平和をつらぬく日本共産党です。

集団的自衛権行使の解釈改憲し
ないことを求める意見書（2014年3月）
消費税１０％への再増税の中
止を求める意見書（2014年6月）
※みんなの党会派は2014年7月以降消滅。
※無所属議員の態度は省略。

9

賛成

みんなの党

決議」（2011年 3月）が力になりました。

木１本切
民の宝︑
られる
﹁緑は市
切
を
身
だけで
緑
られる
さ ん︒
た
かつま
﹁豊
︒
思 い﹂と
麻生区
続ける
が減り
したら元
壊
系は一度
農地
かな生態
と緑と
らない﹂
にも ど
です︒
めに全力
を守るた

川崎市民の宝、

上麻生７丁目の緑を守れと現地見学会に６０人が参加（２０１４年４月１３日）

■ 多摩美の斜面緑地守る
「多摩美の緑を次の世代に残せ」と８年にも及ぶ住民のねばり強い運動。
勝又議員は市民の協働によるトラストについても取り上げ、１０年から特別
緑地保全地区の指定がなされました。

■「柿生の里」特別緑地保存地区実現
「柿生の里のまとまった緑を守れ」と０９年１２月の質問で緑地保全
をもとめました。環境局長は「尾根線の緑の連続確保に努める」と
答弁。浄慶寺の隣の緑地 1.9ha が特別緑地保全地区に指定されま
した。

■ 上麻生7丁目の緑守れと全力
「柿生の里」特別緑地保全地区に隣接した緑地にマンショ
ン計画が。１４年３月勝又議員の質問に、
建設緑政局長は「保
全されるよう要請する」と答弁。今、住民の皆さんとともに
緑守れと全力をあげています。

かつまたさんに期待しています
二瓶

敏

上麻生 7 丁目在中

柿生中学校の南方に貴重な緑地があります。最近、緑
地の南端にマンション計画が持ち上がっており、これに反
対する住民運動が起き始めています。こうした中で、かつまたさん
に住民のために引き続き、活躍していただきたいと期待しています。
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麻生の緑守れ
■ 農地保全、
営農支援を求める
勝又議員は農地の減少をくい止めるため、耕
作者がいなくなった農地を農業従事者に積極的
に広報するよう改善を求めました。営農支援の
ために、雪害の被害と実態にあったきめ細かい
対応、国からの補助の情報提供をもとめました。
柿生の里特別緑地保全地域

緑と農地︑平和を守るため
全力でがんばります︒

安全・安心の街へ
■ 公害まき散らす
リニア新幹線反対
８割がトンネルのリニア新幹線は、工事残土の処分、
水枯れや異常出水、電磁波による住民・乗客への影響
など、大規模で深刻な環境破壊の課題が解決されてい
ません。１３年１２月の議会で勝又議員は、遠隔操作走
行で、事故・火災・地震にどう対応するのか質問して
中止をせまり、市民の環境を守れとせまりました。引
き続き、リニア新幹線建設ゆるさないたたかいが必要
です。

■ 米軍機による騒音をなくせ
深夜にも、「電車
のガードレール下」
と同じ騒 音 を 発し
「わがもの顔」に飛
ぶ米軍ジェット機や
ヘリ。勝 又 議 員 は
監視体制を強化し、
米軍や国にしっかりと抗議し騒音をなくすべきとせまり
ました。
（１４年６月）
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お約束

１０００億円もの「船の来ない港開発」をやめ
再び「子育てしやすい川崎」に
●小児医療費助成を中学校卒業まで無料に
●認可保育所の増設で待機児童をゼロをめざす
●私立幼稚園保育料補助月１万円増額。入園料補助 10 万円創設
●35人学級を小学３年生以上にも実施
●中学校給食を自校方式で

高齢者を大切に
●特養ホームの建設を促進

緑地保全・安全・安心の川崎
●開発優先ではなく緑と自然を守る
る
●大規模災害に対応できる

街づくり・防災体制の強化
●コミュニティバスの実現
●環境破壊のリニア新幹線はいらない
ない
●ジェット機やヘリの騒音を軽減・なくす

安倍政権の暴走ストップ
●平和の憲法―９条を守り抜きます
す

若者を戦場に断固おくりません
●消費税の増税に反対
●年金・医療・介護の改悪は

ゆるしません
●原発の再稼動をゆるさない
福祉・くらし・教育を大切にする市政。安心して
くらせる川崎をめざして、これからも全力をつく
してまいります。ご覧になりましたご意見、ご感
想をおよせください。
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