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みんなの力でくい止められる！
戦争立法を加速させる安倍政権の暴走
いっせい地方選挙の熱も冷めない４月30
日未明、、安倍首相は米両院合同会議で
「世界の平和と安定のため、これまで以上
に責任を果たす。そのために必要な法案の
成立を、この夏までに必ず実現します」と
誓ってみせ、国民の心を一気に冷えさせま
した。
思わせぶりな疑問を投げてみせた公明党
も5月11日には全条文について最終合意し、
14日に閣議決定。26日から衆院本会議で審
議入りしました。

集会が開かれていますが、岐阜市では、５
月17日(日)、「もう黙っとれん 5.17パレー
ド@ぎふ」が開催され、700人が安倍暴走政
権にストップをかける元気な声を響かせま
した。

戦争法案の慎重審議を

意見書採択もとめる
新日本婦人の会

また、いっせい地方選挙で新議員も加わっ
た６月大垣市議会で、新日本婦人の会が提
〜平和・自由・いのちを守る〜
出した「安全保障法制法案に関する意見書
もう黙っとれん5.17パレード@ぎふ
採択を求める請願書」(紹介議員笹田トヨ
子)の取り扱いをめぐって、建設環境委員
「戦争法案」に対する国民の怒りは強く、会〔６月11日(木)10時〜〕に付託されまし
各紙の世論調査では５５％が今国会成立に た。
反対しています。連日のように各地で反対
請願書は、安倍総理大臣と衆参両院議長
に対する意見書として「(法案は)戦後長き
にわたって専守防衛に徹するとした我が国
のあり方を大きく変えるものであって、･･
･３ヵ月以内に一挙に成立させようとする
には無理があり･･･今国会で成立させるこ
となく、国民的論議を十分尽くすこと･･･」
を求めるもので、すべての会派が賛同でき
る案になっています。各会派の良識ある判
断が注目されます。

700人が怒りのパレード
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臨時
議会

旅費条例改正案、
可決！

「ぞうれっしゃ」のお話会

７月７日（火）午後６時より

５月８日、臨時議会が開かれ、市議らが
片道１００km以上の出張をする場合のグリー
ン車料金の一律定額支給を実費支給にする
条例改正案が全会一致で可決されました。
旅費条例に、「料金の請求がない場合は、
支給しない」との文言が加わります。
笹田議員は、「選挙で共産党の議席が増
えた途端に、旅費条例も改正となり、また
議会のテレビ中継も導入が決まり公約が達
成された。２議席の効果を感じる」とコメ
ントしました。

グリーン車

<笹田区域>
興文中・西中・西部中(宇
留生小を除く)
上石津全域

＠どろんこ子どもクラブ
ぞうれっしゃの合唱曲の作曲者藤村氏講演会

６月議会報告会

６月２１日（日）午前１０時より
＠室本町４丁目公民館
主催

日本共産党大垣市委員会

何のための住民監査請求か？

笹田 （共 産）、 野田、 岡田、 長谷 川
（市民ネット）の４議員は、３月議会終
了後、平成２５年度及び２６年度の行政
視察における特別車両料金の支給につい
て住民監査請求を行い、その結果が５月
２２日に出されました。
結果は、２６年度の監査について棄却
（２５年度は却下）というもので、その
理由は「当時の旅費条例には定額支給方
式を採用しており、違法ではない」とい
うものでした。
しかし、平成２６年１月８日のグリー
ン車裁判判決では付言で「特別車両を利
用しない旨の申し出のあった議員らに対

し支給することは違法となる」という裁
判長の判断が示されており、この５月８
日の臨時議会では職員の旅費条例が改正
され、鉄道賃については実額精算となり
ました。今回の住民監査請求の結果はこ
のような状況の変化を全く無視したもの
です。
「監査」の役割は、ただ条例に違反し
ているかどうかを見るだけでなく、「行
政の適法性、効率性、妥当性の保障を期
すもの」（都市監査基準準則）でなけれ
ばなりません。今回出された監査結果は
５月８日の臨時議会の条例改正より後退
した結果となっています。
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【予告】６月議会議案紹介

【新人議員寄稿】１か月を振り返って
Q１：「議員って普段どこで仕事してるの？
休みは？定時とかあるの？」
Q２：「給料はいくらもらえるの？」

第２回大垣市議会定例会では、
①補正予算
４件
②条例
３件
③財産の取得 １件
④人事案件
２件
他、計１９件の議案が採決されます。

６月８日（月）は笹田、中田両議員は質
問を予定しています。その順番は３日（水）
この間、私が聞かれた最多２大質問です。
に抽せんで決定されます。
また、表面記事の通り、１１日（木）建
設環境委員会には請願「安全保障法制法案 A１：まだペースつ かめてなくて、どんなもんか
分からんけど、今は議会期間外だし、市役所
【①補正予算】
【一般質問予定】
で研修受けたり、図書館で勉強したり、市の行
ふるさと納税事業費 ５０００万円
事に参加したり、現地で生活相談受けたり、元
５月から ふるさと納税制度にポイント制
笹田 養老鉄道の存続について他
職場の法律事務所に行ってお手伝いしたり。
を導入。寄付した人に額に応じたポイント
中田 市独自給付型奨学金の拡充
休み？ひねり出す！」
を贈る。たまったポイントは特典として、
市の特産品と交換できる。特典は１万円の
A２：「大垣市は条例で５５万３０００円も、振込
寄付で、大垣地酒セット、升製品、ナシな
【議会日程】
額は税金引かれて３８万。ここから社会保険を
どがある。
払い、奨学金を返済。、また大垣は政務調査
日
時
概要
費がないのでお勉強代、政治活動の印刷費
【②条例】
郵送費とか払うと額はどれくらいか…」
１
月 １０時 本会議
空家等審査会設置条例の制定
老朽化による倒壊やごみの投棄、放火の
恐れがある空き家問題対策。
審査会が果たす役割に今後注目。
【③財産の取得】
大垣競輪場オッズシステム ４１５８万円
なお共産党は、将来的な競輪事業の段階
的縮小、廃止を主張。
（オッズとは、当たった場合の賭け金の倍
率。）

３

水

１０時

一般質問抽せん

８

月

１０時

一般質問

１０

水

１０時

子育て支援日本一委

１３時

市民病院委

１０時

建設環境委

１３時

経済産業委

１０時

文教厚生委

１３時

企画総務委

１０時

本会議

１１

１２
【④人事案件】
監査委員の選任について
任期満了に伴う議案。表面記載の通り、
任期中の監査結果に疑問が残ります。

１５

木

金

月

みなさまが大変議員の生活実態につ いて
関心と、ま た今後の活躍に期待を寄せて頂け
ていることを実感できた１か月でした。
また、臨時議会に参加し、「異議なし」と口に
す るにつれて、議会の儀礼的であるがゆえに
厳粛で、政治的決定に対して正当性を与える
役割を感じま した。改めて、重責に背筋を正す
思いです。
今後とも、よろしくお願い致します。
中田としや
国 民の立 場で 真実を 伝え続 ける
し んぶん 赤旗 をお読 みくだ さい。
日 刊 紙 … 34 97円 日 曜 版 … 82 3円

広報おおがき５月１日号の写真。
「顔が固い」と反応を頂きまし

南部給食センター視察時に実際の給
食を頂く。懐かしいソフト麺とパッ
ク牛乳。

岐阜でのパレードで隣になった国際的ハッ
カー集団アノニマスお面をかぶる方。
こういうセンス、素敵に感じる。

