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川崎市議会第４回定例会（９月議会）が９月２日から 月 日までの日程で
開催されています。日本共産党市議団は 日の代表質問で羽田新飛行ルートを
はじめ、くらしや福祉、教育などにかかわる問題について質しました。片柳市
議は決算審査特別委員会（文教分科会）で質疑を行う予定です。
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ります（左図）。

コンビナートへ飛び立つことにな

の楽園・多摩川河口干潟を横切り

は「生態系保持空間」である野鳥

が原則でしたが、『新ルート』で

「海から入り、海に出る」ルート

８ 件 で 全 国ト ッ プ 。 羽 田 空 港 は

羽田空港での発生数は５年間８６

「バードストライク（鳥の衝突）」。
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行政をあげた要請行動を行い「原則、

川崎市は１９６０年代末に議会と

国土交通省は８月、来年３月開始
もし多摩川でバードストライクが
予定の羽田新飛行ルートに伴う「騒
あれば、約４㌔は住宅地とコンビナー
音対 策」 を 示し まし た 。離 陸 時に
ト。不時着する場所などなく、どこ
「フラップ（可動式の翼）を活用し
に落ちても大惨事が避けられません。
早く上昇し、できるかぎり早く旋回
する」というもので、「まっすぐコ ▼「通知」元に市民の命守れ
ンビ ナー ト 上空 へ向 か う」 ル ート
（右図）になります。また、翼や機
体への負荷も強まり落下物の増加が
懸念されます。

会でも市民と労働者の命と安全を守

ト計画の撤回しかありません。市議

にはあります。そのためには新ルー

にこの通知を守らせる役割が川崎市

せています。市民の安全を守るため

飛行させない」との通知を国に出さ

川崎臨海部石油コンビナート上空は

が検討したい」と答えました。

理者との合意形成を図る必要がある

時避難ビルについては「所有者・管

戸配布を行う」と答えました。水害

布するよう質問。市の担当者は「全

め「備える川崎」を引き続き全戸配

ません。こうしたことを知らせるた

そのことを知らなければ意味があり

区 間の工事 終了後に は、同様 の

また、『 銀柳街～ 小土呂橋 』

ク（有料）も整備されました。

区 分けされ 、車道側 に駐輪ラ ッ

が できて、 歩行者専 用通行帯 と

呂 橋』の車 道側に自 転車レー ン

い ます。す でに『銀 柳街～小 土

新川通り で改修工 事が進ん で

るために全力を尽くします。

日本共産党川崎市議団は、６月

日の代表質問で、防災対策について
取り上げました。

県の「高潮浸水想定区域」では、

川崎区で最大５ｍの浸水とされてい

ます。この想定に基づいた「高潮氾

濫危険情報」を受けた市民がどう行

動すればいいのか、具体的な対策を

周知する説明会の開催を求めました。

また日本共産党が提案してきた（第

工 事が『小 土呂橋～ 新川橋』 の

号で既報）洪水時に民間のビルな

どに避難できる「洪水・高潮時避難

についても要望していました。

新 川通りの 自転車通 行環境整 備

の 整備を」 とのテー マで質問 。

年 ３月議会 で「自転 車交通環 境

片柳すす む市議は 、２０１ ８

側）へと進められる予定です。

間 、そして 南側（小 川町・南 町

ますが、

となり

る段階

開始す

４」とされ、住民が全員避難を

「避難勧告」の段階は「警戒レベル

情報提供を始めました。これまでの

がとるべき行動について５段階での

ます。気象庁はこの５月から、住民

今年も各地で豪雨災害が起きてい

▼「備える川崎」全戸配布を

ビル」制度を作るよう質問しました。

40

住民が

歩行者・自転車の
レーンが完成(新川通り)

▼鳥の衝突の危険

19

独自に「避難ビル」を
指定している町内会も

飛行機事故の原因の多くを占める

▼ １ 面
①羽田新ルート―鳥衝突の危険
②水害時避難ビル、実現へ
③要望実現/新川通り歩行者道が完成
▼ ２ 面
①意見書案/国は補聴器購入補助を
②文教委/障がい者スポーツ施設を
③予算要望へ諸団体と懇談
④コラム/盆踊りは学びの機会
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６月議
会で日本
共産党市

社会参加の大きな障害、③認知症の

常生活を不便にする大きな原因、②
る補助制度をつくるように頑張って

ように、高齢者の補聴器購入に関す
い』『議会

加えてほし

様々な機会

意見書など

は難聴の高齢者に必要不可欠です。

を 通 じ て

まいります。

補聴器の平均購入価格は片耳当た

危険因子―などの理由から、補聴器

万円程度と非常に高額で、公的

スポーツセンターを作ってほしい」

長年に わたり「 障がい 者専用 の

約半数がなるとされています。①日

ろって反対して、否決されました。

だけ。自民・公明などの各会派はそ

するよう国に強く求める意見書を提

補聴器購入に関する補助制度を創設

高齢者の

歳以上の高齢者の

ツの核となる施設をつくってこそ 、

もの です。私 は「障が い者ス ポー

ツに 親しめる ようにす る」と いう

る施 設を活用 して、誰 もがス ポー

の施 設をつく るのでは なく「 今あ

を求めました。

に合ったスポーツ施設の環境整備」

ツセ ンターも 参考とし ながら 本市

そのなかで「他都市の障害者スポー

求め る決議」 を全会一 致であ げ、

健康的に暮らし続けることができる

されています。高齢者が自分らしく

助制度の対象は、「障害者」に限定

ますが、国の補聴器購入に関する補

加齢性難聴の高齢者は増加していき

の費用は全額高齢者の負担となって

な保険の適用もありません。補聴器

動かす。市 民の声 に寄り 添う議会

市民の声 が議会 を動か し市政を

行しなければならなくなりました 。

設」は市議 会の意 思とな り市は実

「障がい者 専用ス ポーツ 施設の建

した。陳情 が採択 された ことで、

で、最終的 には「 採択」 となりま

保留は「否 」とい う意味 になる）

気管支炎」「肺気腫」を適用疾病に

ん息」のみとなっているので「慢性

てほしい』『対象疾病が「気管支ぜ

助成しているが、全額助成に拡充し

３割自己負担分のうち、２割を市が

まず、川崎市成人ぜん息患者医療
は切実な問題で「補助制度を作って
ほしい」との声が寄せられています。 費助成条例の拡充について『現行は

おり、特に低所得の高齢者にとって

の役割を痛感しました。

を行いました。

川崎市公害病患者と家族の会と懇談

の要望を寄せていただき、議員団で

引き続き、こうした市民の皆さん

であるということが強調されました。

こそ制度の存続と拡充が必要不可欠

いる、との話がありました。だから

る」ということが事実として表れて

ら、「ぜん息は治療をすれば良くな

るものが

いる一方、「減」となっている１０

この一年でぜんそく患者は増えて

うかがいました。

７号線の建設促進を』などの要望を

『国道３５

ほ し い 』

創設を国に

り

「ぜん息等
日本共産党川崎市議団は７月 日、 患 者 医 療 費

という要 望が、障 がい者 団体か ら

各区 のスポー ツセンタ ーでの 『誰

議団は、

出されて おり、共 産党も 議会で 繰

でも 楽しめる 』取り組 みが意 味を

共産党の

人の他は無所属議員

人

日の文教委員会で、障が い

加齢性難聴は

７月
者専用の スポーツ 施設建 設を求 め
る陳情が審議されました。

採 決では、 私たち共 産党と みら

人にのぼっていることか

８人のうち「治癒」などの理由によ

働き掛けて

救済制度」

り返し取 り上げて いまし た。こ の

持つ 。障がい 者専用の スポー ツセ

案しました。しかし、賛成したのは

間文教委 員会・健 康福祉 委員会 で

ンタ ーを作る べき」と 主張し まし

の必要性 を認める ように なりま し

いは「採択」、自民は「趣旨採択」、

市 の現在の 態度は、 障害者 専用

他都市の 障がい者 スポー ツ施設 を

た。

た。そし て昨年６ 月には 本会議 で

ました。

川崎市助産師会との懇談会に出席し

新日本婦人の会川崎七支部連絡会、

神奈川・横浜の夜間中学を考える会、

合川崎市協議会、川崎商工会議所、

奈川県弁護士会川崎支部、年金者組

崎市育成会・手をむすぶ親の会、神

の医療費無料化を求める連絡会、川

のうち、片柳市議は、川崎市こども

他に共産党市議団が懇談した団体

検討していきたいと思います。
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公明 は「態度 保留」（ 市議会 では

横浜市の障がい者ス
ポーツ文化センター
「ラポール」。視覚
障がい者もガイドレー
ルに沿って安全に走
れます。（右写真）

視察に取 り組まれ 、他の 会派も そ
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「障害者 スポーツ の更な る推進 を

夏は 祭りや 盆踊 りな どが 行わ
れ 、私 にとっ ても 多く の方 と交
流する良い機会となります。年々
知 り合 いが増 えて 声を かけ てい
た だく ことも 多く なり 、嬉 しい
限りです。
ある 地域の 盆踊 りで は「 水害
時 の避 難に町 内独 自で 取り 組ん
で いる んです よ」 と町 内会 関係
の方から教えていただきました 。
また私が実
行委員長を務
めた盆踊り大
会で「手作り
ちょうちんワー
クショップ」
を運営してく
れた方は「経
済的に厳しい
家の子どもさ
んにも楽しん
でもらえるよ
うに、材料費
はなるべく安
くしたいんで
す」と話され
ていました。
地域 の防災 や子 ども と子 育て
世 代の 貧困を 市政 でど う考 える
の か大 きなヒ ント をも らい まし
た。こうし
た交流の場
こそ、学ぶ
最大のチャ
ンスだ、と
改めて思い
ます。

片柳 すすむ
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70歳以上の半数が
加齢性難聴に
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