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■２０１４年度予算内示

2月27日（木）本会議（一般質問）請願締切り
28日（金）本会議（一般質問）
一般会計当初予算は、663億円。
3月3日（月）本会議（議案上程、施政方針・当
市税収入が前年度比4.3％増 。個人市民税、
初予算上程）
法人市民税、固定資産税が増収。5年ぶりの350
5日（水）議会運営委員会
億超。2002年からの経年変化を見ると、税収が
6日（木）本会議（議案審議、予算代表質疑）
増えているが、それ以上に社会保障費の増大で、
7日（金）常任委員会
国・都からの支出金も増加。収入全体が増えてい
10日（月）常任委員会
るが、実は医療費や保育・介護費用の支出が増え
11日（火）常任委員会
たので、仕送りに頼るようなもの。地方交付税と
12日（水）予算審査特別委員会
いう日常生活費分を援助されているわけではない
13日（木）予算審査特別委員会
が、余裕はない状態といえる。
14日（金）予算審査特別委員会
地方債は45億で前年度比1.7億の増 。さらに
17日（月）予算審査特別委員会
公債費(元金及び利子返済額）は42億で、返すよ
18日（火）予算審査特別委員会
り借りる方が多い状態が続く。防災公園整備事業
19日（水）予算審査特別委員会
は来年再来年にあと５５億の借金を予定。加えて、
20日（木）東京外かん道路調査対策特別委員会
他の公共施設の建替え・大規模改修などが今後も
24日（月）調布基地跡地利用対策特別委員会
続き、将来の返済負担はさらに重くなる。
25日（火）議会運営委員会
消費税の増税は、増収になる部分と支払い増に 28日（金）本会議（委員会報告、議案等審議）
なる部分とがあり、影響は来年度に明確になる。
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委託事業者決定 については、利用者保
護者等への説明や丁寧な移行等を確認。
障がい者に配布するヘルプカードについ
ては今後の運用を確認。
子ども政策部は、 子育て支援新制度
の説明。今後の運用をしっかり見ていく
ことが必要と改めて確認。さらに休憩中
に、 保育園入所第1次内定 についての
報告があった。

◆全国フェミニスト議員連盟パワーアップ講座
1月14日 「ジェンダー予
算分析」は講師大崎朝子さん。
「介護保険制度」鏡諭さん、
「生
活困窮者支援法」藤田孝典さん
らの講演に、厚労省担当官のレ
クチャー。学ぶものが多かった。
・1月26日

グループリビングみた

かの家 見学。ＮＰＯヒューマンルー

■東京外環道路あれこれ
◆２月２３,２４日13時～19時半
国交省は外環 「大深度使用認可

に関わる公聴会」開催する。
大深度使用認可申請の手続きが進
行中。公聴会では公述人22人を公募。

野村は24日（月）18時から30分間公述の予
定。どなたでも傍聴ができます。場所；ベルサ
ール新宿セントラルパーク（西新宿）

プ人の輪が運営する高齢者のシェアハ
◆「北野の里（仮称）を中心とした中央ジャン
ウス。夕食と見守りがついて月額14
万円前後。空き家活用で国・都から助成を受け実現。 クション周辺 まちづくりワークショップ 」
2月11日、16日、3月9日13～17時開催。
◆ 1 月 1 9 日 さ よ な ら 原 住協､自治会他関連団体からの委員と、無作為
発!三鷹アクションパレード 抽出からの承諾者で構成。11日はまち歩き。
その７ 。述べ150人の参加 16日はグループワークを実施。
で、三鷹の町を歩いた。
◆東京都は練馬区での 「外環ノ2あり方複
◆1月28日 『1・28国会に声を届けようPart II』
原発事故被害者の救済を求める全国集会。議員会館
にて、追加署
名１２万筆を
提出。総数約
20万筆とな
った。何人も
の報告の中で、避難者の長谷川さんのスピーチが心
に残った。支援法議連のFacebookに原稿を掲載。
◆1月29日

数案」道路幅3パターンを示し、オープン
ハウス等で意見を聞くとした。
1月10日午前 「とめよう！外環の2 練馬の
会」による、練馬区域「外環の2あり方」複数
案の撤回と、「広く意見を聞く会」「オープンハ
ウス」中止を求める東京都交渉。沿線7区市の
外環ネットとしても抗議文を提出。

原発事故子ども被災者支援法に関す

る政府交渉福島原発子ども・被災者支援法推進自

治体議員連盟 院内集会と政府交渉。多くの省庁が
参加するも、2014年度も予算措置のほとんどない
状況に参加者の怒りがふつふつと沸く会となった。
◆1月24日

北野常設会場（沿線他4カ所）に

「秘密保護法を撤廃させよう 安倍 て オープンハウス 。現在の状況をお知らせす
政権の暴走にストップを！」駅前共同アピールに続 るというが、目新しいものはない。
◆2月11日

き、三鷹市議会民主・共産・にじ3会派共催。藤原 区分地上権補償交渉のための場
真由美弁護士（日弁連憲法委員会事務局長）のお話、 か？大深度認可申請のための説明
各幹事長のアピールの後、三鷹大通りをパレード。 の場か？単にコマを進めているだ
けなのか？意図が不明な場だった
◆2月6日「 『子宮頸がんワクチン』 定期接種の積 野村羊子といっしょにつくる三鷹の会news No.6８
極推奨再開に 反対する院内緊急集会 」。5人の国 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-30-12-104
会議員、数十人の地方議員が、被害
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やすかった。参加者述べ200人。

