甲賀 年金者組合 と甲賀 生活と健康 を守 る会 から
提出さ れ て いた 「
熱中症 対策 と して低所得 の高齢
者 世帯 に エア コンの購 入及び設置 の補 助を求 め る

９月 日、市 長 ・議長 が 共 同 で 「
甲賀市 環
境未来都市宣 言」を行 いま した。地球 温暖化 に
よる異常気象 により、世界中 で深刻な自然災害
が発生 し、温室効果ガ スの排出抑制が喫緊 の課
題 にな って います。
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請願」の採決が議会最終 日 の９月
たが、賛成 少数 で不採択とな りま した。賛成 は日
本共産党 の３名 の議員と無会 派 の福 井議員 のみ。
他 の議員 は反対 しま した。
反対討論 に立 った凛 風会 の田中新 人議員 は 「
生
活保護所帯 の熱中症 予防 のため、生活保護費 から

西山 実
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今 を生き る私たち は、豊 かな自然 を守 り、環境と経
済 ・社会活動が調和 した持続 可能なまちを、未来 の子
どもたち に引き継ぐため、 ４ つの挑戦 を行 います。
２０５０年ま でに 温室効果ガ ス排 出量を実質ゼ ロ
とす るゼ ロカーボ ンシテ ィ、 「
環境未来都市 」をオー
ル甲賀 で実現す る ことを ここに宣 言 します。 （
抜粋）

反対討論は、公明党の堀郁子議員。「制度の廃止につながるか
のような憶測に基づく意見書には反対する」と。賛成討論は岡田重美
議員。
「財務省は廃止に向けた道筋を行程化すべきと指摘している。国
の代わりに都道府県が負担すべきとしている。地方自治体では負担に
耐えられなくなるとの懸念の声が多い」と。採決の結果、山岡、岡田、
西山、福井の４議員が賛成。凛風会・誠翔会・公明党・無会派の糸目・
北田議員は反対。結局、賛成少数で否決に。

エア コン購 入費 上限 ５万 ４千 円 の支給を認め て い

(西山議員提案)

る こと、請願 に電気代 の助成 が含 まれ ており、 公
平性が保 てな いこと」などと、 理由 にならな い理

◆国民健康保険の高額療養費負担制度の継続を求める意見書について

岡田 重美

山岡 光広

30

反対討論は、誠翔会の奥村則夫議員。「汚職事件は東京地検特
捜部により調査されている。司法に委ね徹底解明すべき」と。賛成討
論は西山実議員。
「今なお新たな贈収賄の事案が発生している。多額の
税金が投入されている五輪だけに、国の責任で徹底解明を」と。採決
の結果、日本共産党３名、凛風会８名、福井議員の賛成多数で可決。

由を述 べただけ でした。
賛成 討論 には、 日本共産党 の山岡光広議員がた
ち、 「委(員会 で 主)旨 は理解す ると いう のなら、請
願 に賛成す る べき では。 対象や条件 は市 当局が検
討す べき こと。 猛暑 のもと で、 甲賀消防署館内 で
８月 日ま でに熱 中症 で救急 搬 送 さ れ た件 数 は
件 で、昨年 の２倍 に。熱中症 から高齢者 のいの
ちと健康 を守 るために、特 に低所得者 の高齢者 世
帯が エア コン購 入を躊躇 しな いです むよう に、 地
方自治体 と して支援す る制度 をと いう のが請願主
旨 であり、賛成」と採択 への賛 同を求 めま した。
長浜市や米原市 では、す でに低所得 の高齢者 世
帯を対象 に エア コンの設置や購 入に補 助す る制度
を設け、喜ば れ て います。
〇〇〇〇請願にににに賛成 した議員
山岡光広、岡 田重美、西山実、福井進
●●●●請願にににに反対した議員、
橋本律 子、 田中新 人、谷永兼 二、橋本恒典、
林 田久充、 西村慧、瀬古幾 司、 西 田忠

戎(脇議員 は欠席 。)

(岡田議員提案)
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小河文人、 小倉 剛、奥村則夫、中島裕介
田中將 之、堀郁 子、木村眞雄、
糸 目仁樹、北 田麗 子

◆東京五輪・パラリンピック汚職事件の徹底解明を求める意見書について
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日本共産党が提案した意見書
日本共産党が提案した意見書の採決状況
意見書の採決状況

◆世界平和統一家庭連合（旧統一協会）と政治家との癒着・政治の歪みを

質すため徹底追及することを求める意見書について(山岡議員提案)

反対討論は凛風会の橋本律子議員。「各政党は事実関係を確認
している。また、政府において対策強化が図られている。
『政治家が反
社会的組織・カルト集団と関係をもつことは、それを容認することに
繋がる』という文言に距離をおいているため」と。賛成討論は、岡田
重美議員。
「反社会的な集団と政治家との癒着の中で政治が大きく歪め
られてきている問題は放置できない」と。採決の結果、山岡、岡田、
西山、福井の４議員が賛成。凛風会・誠翔会・公明党・無会派の糸目・
北田議員は反対。結局、賛成少数で否決に。
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