国会議員団と衆議院議員会館で（９月２３日）

９月定例県議会
２０１６年
１０月
発 行

９月定例県議会は、９月 日から 月 日までの会期 日間で開催されました。７月の参院選挙で野党の
統一候補が勝利し、福島県から岩渕友参院議員を送り出した中での県議会でした。議会内でも共産・民進の共
同が進んでいます。共産党県議団は、代表質問に阿部裕美子県議、一般質問に神山悦子県議、総括審査会では
吉田英策県議が質問しました。最終本会議では、宮川えみ子県議が議案への討論を行いました。

権与党の「福島

自民・公明政

を改めるよう国に求めることを質し

まま強引に解除を進める国のやり方

神山悦子県議

民の十分な理解と納得が得られない

避難指示解除ありきの内容です。住

被災県民に 自｢立 を｣求め、自主避難
者への具体的な支援の提起はなく、

対策は安定的に進んでいる」とし、

には全く触れずに、
「廃炉、汚染水

に物言 えぬ姿勢があら わとなりまし

向にある」と 述べるにとどまり 、国

したが、知事は明言を避けました。

ないよう東電に迫るべきと強調しま

時に、柏崎刈羽原発の再稼働を行わ

して福島第二原発の廃炉を国と東京

阿部県議は、福島復興の大前提と

ました。

て求めていく」と述べるにとどまり

・東電に対してあらゆる機会を捉え

と、知事の考えを質しましたが、
「国

は、福島第二原発の廃炉が大前提だ

しと生業を再建し、復興するために

では、復興は進まない。県民のくら

廃炉にならないの

の前の第二原発が

還が進んでも、目

復興が進み、帰

電力に強く求めるべきだと質問。同

は、第一原発の

への影響は低減化傾

識を質すと「港湾内

る」と答弁。県に認

ブロックされてい

る 」「 海 域 は 完 全 に

ントロールされてい

し 、安倍首相は「 汚染水の状況はコ

市田党副委員長の国会質問に対

た。

設焼却施設問題等について質しまし

策の拡充、安達地方（旧東和町）仮

はじめ、特別支援教育、障がい者施

いの継続支援を

主避難者の住ま

た。

と国の加害責任

次提言」は東電

ました。
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日本共産党福島県議会議員団

ふくしま復興共同センターと県庁で
（９月２３日）

阿部県 議は、商工業の 営業損害賠

17

と強調しました。

いよう国に求めるべき

難と指摘し、改悪しな

ば、自宅での生活は困

市町村事業に移行させることになれ

の生活支援を、サービスから外し、

られます。介護保険の要介護１と２

宅で生活できる条件そのものが狭め

宅医療に移行させる方針ですが、在

なると見直しを求めました。国は在

すとしており、救急対応すら困難に

特に急性期病床は半分以下に減ら

年までに２０％削減する計画です。

案では、現在のベッド数を２０２５

ます。県が策定する地域医療構想素

関のベッド数の大幅削減を求めてい

国が施設から在宅へとして医療機

質しました。

療と介護の大改悪問題で県の対応を

阿部裕美子県議は、安倍政権の医

電に迫るべきと強調しました。

体会を開催 し、十分な賠償 を国と東

と を指摘し、知事 が会長の損対協全

林分野の 「素案」が示さ れているこ

償の打ち切りと 同様のスキームで 農
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○

○

○

可決

安全保障関連法を廃止し、立憲主義に基づいた政権運営を求める意見書

○

○

×

×

×

否決

南スーダンへの新たな任務による自衛隊派遣の中止を求める意見書

○

○

×

×

×

否決

臨時国会でＴＰＰ協定を承認しないことを求める意見書

○

○

×

×

×

否決

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書

×

○

○

○

○

可決

火力発電、ＴＰＰ問題

で質しました。

特に、給食費無料化

では、学校給食費の保

護者負担軽減を実施し

ている県内自治体を具

体的にパネルで示し、

県として学校給食費無料化を実施し、市町村を支援すべきと求めました。

教育長は「無料化は、学校給食法上、問題はない」
「無料化は学校設置

者の判断」と答弁。しかし県独自の支援策については言及しません。

来年３月末 、楢葉町は２０

無償提供を 、自主避難者は

国、県 は避 難者へ の住 宅

ました。

く支援を延長すべきと求め

る福島県は打ち切りではな

ことも紹介し、当事県であ

です。

打ち切り方針は見直すべき

避難者追い出しにつながる

の姿勢が問われています。

課題があり、あらためて県

していますが、さまざまな

２年間の家賃助成をすると

福島県は、来年４月以降

姿勢は示しませんでした。

まり、打ち切りを撤回する

移行する」と述べるにとど

つつも、
「県独自の支援策へ

知事は感謝の言葉を述べ

１８年３月 末で終了する方

針です。

阿部県 議、 神山県 議は 避

難者が多い 山形県と米沢市

での懇談を 踏まえ、延長を

求め県の対応を質しまし

た。

新潟県 は、 福島県 の新 た

な家賃補助 に月１万円の独

自上乗せ支 援、その他の県

でも優先入 居枠の拡充など

支援策を表 明しています。

山形県の支 援室長が「路頭

に迷う人が 出ることのない

ように避難 者の声を丁寧に

お聞きして いく」と述べた

書」は、わが県の自衛隊が派

遣される可能性も否定でき

ないと述べ、両意見書の可決

を求めました。共産・民進は

賛成、自民・公明は反対で否

新たな任務による自衛隊

調。また「南スーダンへの

かけらの道理もないと強

る、政府の言い分にはひと

なり、米価下落が深刻にな

米の価格偽装が明らかと

る意見書」について、輸入

０万円です。

り４３００万円から４５０

した。買取り価格は一戸当た

円も高いことから反対しま

較して、一戸当たり約２千万

は、県が直接発注の工事と比

法人・ＵＲから買い取る議案

復興公営住宅を独立行政

決となりました。

の派遣中止を求める意見

を承認しないことを求め

「臨時国会でＴＰＰ協定

終本会議で討論に立ち、

宮川県議は１３日の最

宮川えみ子県議
１０月１３日

山形県庁にて担当者から
避難者の実情や課題を聞き取り調査
＝９月１５日
米沢市避難者支援センター「おいで」
にて自主避難者・支援者と懇談
＝９月１５日

いる手話言語条例について、

○

県内で初めて制定した郡山

×

市の事例を紹介し、県での条

地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書

例制定を求めました。

可決

また、手話通訳者の心身の

○

負担軽減と利用者の利便性

○

阿部県議と神山県議は、障がい者施策に関わる各団体からの要望
を踏まえ、特別支援学校の新設、手話言語条例の制定、県庁の手話
通訳者の複数配置、駅ホームの転落防止対策などを質しました。

○

を高めるためにも県庁の手

○

話通訳者の複数体制を求め

○

の過大・過 密解消について

道路側溝堆積物・河川堆積土砂等の早急な処理対策を求める意見書

ましたが、いずれも明確な答

採択

質問しまし た。県は旧春山

○

弁はありません。

○

小学校と旧 玉川村立川辺小

○

学校を改修し対応します

○

視覚障がい者の安全確保

○

が、あぶく ま養護学校への

結果

通学バスに ついて教育長は

ネ

と転落を防止するため、全て

公

の駅ホームの安全点検と駅

自

めていくと答弁しました。

民
等
主な議案・請願書

継続すると明言しません。

核燃料サイクル、石炭

員の配置等、安全対策を求め

会で、第二原発の廃炉、

全県的に特別支援学校を

吉田県議は総括審査

ました。県は鉄道事業者へ求
聴覚障害 者団体が求めて

総括質問に立つ吉田県議
１０月１２日

新設するなどの整備を図
り、特にあぶくま養護学校

共

福島県民健康調査における甲状腺検診で、
検査規模の縮小ではなく、検査の維持を求めることについて

団体要望聴取会にて
＝９月９日

共=共産党県議団（５人）民=民進党・県民連合（1９人）
自=自民党議員会（３０人）公=公明党県議団（３人）ネ=ふくしま未来ネット（１人）

