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と考えます。
福島原発事故の原因究明が

計画を策定している。
避難計画は法律に基づいて

町長
川棚町でも県の計画に基づ
いて原子力災害避難受け入れ

久保田かずえ町議
避難計画が自治体任せにな
っていることについてどう考
えますか。

町長
原発が立地する自治体と県
とがどう判断するかが基本で
あると考えているので、川棚町
長としての意思表示する考え
はない。

明らかになり収束するまでは、
再稼働すべきでないと考えま
す。町長の考えを尋ねます。

日本共産党川棚支部の見解を紹介します。

川棚町長も反対の意思表明を

玄海原発再稼働反対

２０１７年定例６月議会において久保田かずえ町議は、九州電
力玄海原子力発電所再稼働問題と、就学援助制度の改善を求めて
一般質問しました。
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許可を行いました。
東京電力福島第一原子力発
３月に長崎県は住民説明会
電所事故から６年以上経過し
を行いましたが運転免許証な
ているにも関わらず、除染と放
ど、本人の住所、氏名が確認で
射性物質処理、原子炉の事故処
きなければ入場できない条件
理や汚染水の処理、廃炉に向け
付きの中で行われました。
ての問 題 は 解 決 し て い ま せ ん 。
出席した住民からは安全性
しかし、原子力規制委員会は、 や、避難方法に不安、疑問の声
九州電力玄海原子力発電所の
が多く上がり、再稼働に反対の
３・４号機について、新規制基
声も多く寄せられました。
準に適合すると認め、平成２９
原発から３０キロ圏内の松
年１月１８日原子炉設置変更
浦市、平戸市、壱岐市の３市長
は再稼 働 反 対 を 表 明 し ま し た 。
松浦市から５千人の避難者
を受け入れる自治体として、再
稼働反対の意思を表明すべき
久保田かずえ町議

策定することとされており、計
画の内容は地域の地理的条件
や社会的条件により大きく左
右されることから、法律に示す
通り自治体が策定すべきであ
ると判断している。

久保田かずえ町議
福島原発事故の地震想定が
甘かったと言う反省から、更な
る規模を想定すべきと考えま
すが、 町 長 の 考 え を 尋 ね ま す 。

町長
原発は国の原理政策である
ため、町長としてその考えを示
す立場にない

久保田かずえ町議
川棚町は５０キロ圏内であ
り、風向きによっては避難も考
えなくてはなりません。
住民の安心、安全が確保でき
ない限り、再稼働すべきでない
と意思を表明する考えはあり
ませんか。

町長
再稼働に対する意見につい
ては、原発が立地する市町村と
県にしかないと認識している
ので、再稼働の可否については
意思表示する考えはない。

久保田かずえ町議
福島原発事故の原因究明が

されたか、収束しているかなど
についてはどうお考えですか。
それによって再稼働の考えも
おのずと変わって来るのでは
ないかと思いますが

町長
玄海原発の再稼働を反対さ
れている２３０名の住民の皆
様方が再稼働の差し止めを求
めた仮処分の申し立てが、佐賀
地裁で 判 決 が 出 て 却 下 さ れ た 。
そういった状況の中で応える
考えはない。

久保田かずえ町議
佐賀地裁は再稼働を良いと
言いました。しかし、玄海町や、
佐賀だけの問題でしょうか。
放射性物質は、どこまでも飛
散すると言う事は福島原発で
十分認識されたと思います。
立地している自治体の問題で
あり、意思表明する考えもない
と言うのはおかしいと思いま

す。

すべての子どもに平等な教育と適切な援助を
久保田かずえ町議
子どもの貧困が広がる中、文
部科学省は「新入学児童生徒用
品等」について、国の補助単価
を二倍に引き上げ、支給時期に
ついても中学校では入学前で
も可能であることを明記し、小
学校についても交付要綱を改
正し、入学前の支給を可能にし
ました。
そこで次の点について教育
長の考えを尋ねます。
一、６月に支給されている中学
校の入学準備金を、入学前の必
要な時期に支給する考えはあ
りませんか。
二、国は、小学校入学前に入学
準備金の支給が可能だとする
通知を都道府県教育委員会に
出しています。取り組む考えは
ありませんか。
三、国の基準の就学援助には、
クラブ活動費、生徒会費、ＰＴ
Ａ会費が盛り込まれています
が、本町は未だ認められていま
せん。拡大する考えはありませ
んか

教育長
一，二は関連があり合わせて
回答します。
入学に当たっての費用は、経
済的に困っている家庭では大
きな負担であり入学前に受給
できれば大いに助かると私も
認識している。
小学校では、入学説明会で就
学援助の制度の周知を行い、４
月に在籍確認をした後の入学
式以降に申請受付、審査、認定
する流れとなっている。
県の補助基準を待って金額
を決定しており、認定から時間
がかか る こ と に は な っ て い る 。
文部科学 省からの 通 知では、
今までは小学校入学者につい
ては学齢児童に達していない
ことから補助の対象となって
いないため支出できなかった
新入学児童生徒学用品費を、市
町村においても援助の必要な
保護者に対して必要な時期に
補助の実施ができるよう対応
をお願いされたものです。
本町でも次の三つの課題を
解決して取り組んでいきたい
と思う。
１、支給対象世帯を入学前年
の世帯所得で判断していたが、
前々年の所得を元に判断でき

るのか検討したい。
２、事務手続きを１１月ぐら
いから前倒しすることができ
るか頑張って取り組んでみた
い。
３、新入学児童生徒学用品費
を受給した後に、他市町へ転出
したケースもあり、それにどう
対応するか考えていきたい。

久保田かずえ町議
全国で６０の自治体、県下で
は長崎市と五島市で行ってい
ると言う事だから本町でもや
れるはずだと思います。
また、受給を受けた人が他の
市町に転向した場合について
は、転校した先の自治体にここ
で受給した事を連絡すれば解
決できます。
すべての子どもが平等な教
育が受けられるように努力し
てほしいと思います。
教育長
準要保護者に対するクラブ
活動費、生徒会費ＰＴＡ会費を
加えることについては、本町の

財源状況を考えると難しい。支
給内容 を 拡 大 す る 考 え は な い 。

久保田かずえ町議
本町は、奨学金を受ける場合
の内容に、品行方正、学業優秀、
身体の強健な者とあります。
品行方正、身体の強健な者とい
う記載を削除する考えはあり
ませんか。

教育長
指摘された表現は、昭和３９
年に制定されたものであり、今
の時代に沿わない表現でもあ
るように感じている。
この項目の表現で能力のあ
るものが申請をためらう事が
ないような表現に改めていき
たいと考えている。

核兵器禁止条約に
日本政府の参加を求める
請願が採択

東彼民主商工会から提出さ
れた「日本政府に核兵器禁止条
約の交渉会議に参加し、被爆国
として条約実現に努力するよ
う」求める意見書を提出するこ
とを求めた請願は、委員会で全
会一致、本会議でも起立多数で
採択されました。

核兵器禁止条約が
国連で採択

核兵器禁止条約が、７月７日
ニューヨークの国連本部で開
かれていた交渉会議で、１２２
カ国の賛成多数で採択されま
した。条約前文には「ヒバクシ
ャ」の言葉が入るなど、被爆者
と市民の草の根の運動が実を
結び、国際社会を動かしました。
川棚町でも久保田かずえ町
議はじめ、多くの個人・団体が
「ヒバクシャ国際署名」を集め
ています。
署名用紙が必要な方は、久保
田かずえ町議までご連絡くだ
さい。

長崎県国民平和大行進
始まります

全国からの平和行進隊が８
月１日長崎県に入り、佐世保市
三川内から爆心地まで行進し
ます。
どなたでも参加できます。核
兵器のない平和な世界を願い、
共に歩きませんか。
東彼コース ８月２日（水）
１０時 新谷バス停前 出発
１１時２５分 川棚役場経由
１５時 東彼杵役場前まで
詳しくは、久保田かずえ町議ま
でお問い合わせください。

