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真︶九州大学と連携し
て開発しているので︑
設置されているももち
海浜公園に行き見てき
ました︒
鹿児島では地熱発電
鹿児島県では霧島市
の大霧地熱発電所へ行
きました︒

地下１０００ｍ〜３
０００ｍにあるマグマ
の熱で超高温となった
地下水を 本の井戸で
組み上げ発電に使って
います︒蒸気以外の熱
水は別井戸で地下に戻
しているそうです︒
日本は火山大国で地
熱資源量が世界第三位
といわれ︑地熱発電の
潜在力が大きい国です︒
地熱発電の課題として︑
探査費で１００億円も
かかること︑適地が国
立公園にあるため法的
規制の問題があること
などがわかりました︒
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﹁ 一 億 円の 区 づく り
推進費があるので︑そ
れを学童保育施設の移
転費用や改築などに当
てて欲しいと区に要望
してみてはどうか﹂と
伝え︑参加者からは﹁さ
っそく要望してみます﹂
と︒私たちから今後も
こういう機会を続けて
欲しいと要望しました︒
学童クラブのバザー
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月 日︑南・西区 どうしても高くなって
の学童保育に通ってい しまう︒
る保護者・指導員と︑ 引越もできない
その区から選出されて
耐震上危険と判定さ
いる市会議員との懇談 れた施設のため︑引越
会があり参加しました︒ しを検討をし︑新たな
平均月額 万６千円 施設を探しても市の家
の保育料負担を軽減し 賃補助額で契約できる
て欲しい
施設が見つからない︑
学童保育を運営して 子どもたちの声が近隣
いくには︑市からの補 への迷惑になるという
助金だけでは足りず︑ 理由で借りられない︑
障害児や低学年の子ど などの深刻な実情を聞
もが増えると安全対策 きました︒
上︑指導員をアルバイ 区作り推進費で対応を
トなどで加配せざるを 求めては
得ないため︑保育料が
参加した議員から︑

私もOBとして手伝った
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〒232-0056 横浜市南区通町1-12-4-104

月 日〜 日︑
東日本大震災を教訓に
人の共産党市議員団で
福岡と鹿児島の再生可
能エネルギーについて︑
現地調査に行きました︒
日の夕方︑羽田をたっ
て福岡市へ行き翌 日︑
再生可能エネルギー政
福岡市では昨年の東
策について担当課職員 日本大震災を受けて同
から説明を受けました︒ 年 月 日に政策担当
部門を新設し︑省エネ
と創エネの つの部署
を立ち上げました︒
特に再生可能エネル
ギーとして実現可能な
陸上における風力発電
﹁風レンズ風車﹂︵写

TEL:045-714-1820 FAX:045-714-1825
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誕生日会に参加
横浜駅西口の街頭演説
会で司会担当

日六ツ川ふれあい祭
り・別所ふれあい祭り
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９日基本条例調査特別
委員会・Ｙ校創立１３
０周年記念式典
日〜 日 党市議団
で福岡・鹿児島へ自然
エネルギーの実態調査
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特別委員会で福島・宮
城・岩手県へ視察
日 ２区演説会

日 生活相談
日 横浜南シニア杯
野球大会開会式
日 ２区事務所開き
日 基本条例調査特
別委員会
日 議会運営委員会
政策・総務・財政委員
会
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あらきのぼやき
﹁衆議院を解散し
ます﹂のひとことで︑
総選挙となりました︒
月は市議会もあ
り︑ただでさえ忙し
いのに︑総選挙と重
なって体がいくつあっ
ても足りません︒こ
ういう時に︑主婦が
もうひとり欲しいと

洗濯・掃除のほかに︑
月は年末のため仕

つくづく思います︒
弁当・食事作りや
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・ 日基本条例調査
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月の活動
生活相談 ４件
・国保料滞納 １件
・放射腺量測定 １件
・解雇問題 １件
・介護保険制度につい
て１件
・議員活動
３日区後援会で学習会
４日六ッ川台後援会で
﹁チェルノブイリハー
ト﹂のＤＶＤ視聴会
６日弘明寺観音橋で児
玉さん畑野さんと宣伝
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日 生活相談
日 南区区議団会議
区づくり推進会議
学童保育関係者の皆さ
んと懇談会
日井土ヶ谷小学校ふ
れあい祭り
年金者組合南支部のお
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☆﹁横浜市公共建築物 共建築物の保全や更新 点検︑修繕︑改修︑更
マネジメント白書︵素 をどのように進めてい 新などの費用のこと
案︶﹂に対する意見募 くべきか︑大きな課題 ○このたび素案がまと
集が始まっています
となっています︒
まりましたので公表し︑
ー財政局公共施設・事 ☆白書︵素案︶を作成 内容や課題をよりわか
業調整課ホームページ ○そこで︑市民の皆様 りやすくするために︑
よりー
と課題を共有し︑今後 市民の皆様からのご意
○横浜市では︑昭和
の公共建築物のあり方 見を募集します︒
〜 年代の急激な人口 を一緒に考えていく必 ☆アンケート項目
増加に伴い整備した︑ 要があります︒そのた ・素案の表現などのわ
膨大な量の公共建築物 めの基礎資料集として︑ かりやすさについて
を保有しており︑今後 公共建築物の維持に必 ・利用する施設の種類
一斉に老朽化していき 要な保全費※などに焦 と利用頻度について
ます︒これらの施設を 点をあてた﹁横浜市公 ・今後重点的に取り組
維持していくためには︑ 共建築物マネジメント むべきことについて等
大きな費用が必要とな 白書﹂を作成していま アンケートは区役所や
ります︒人口減少が想 す︒
地区センターなどの公
定される中︑市民の皆 ※保全費：公共施設を 共施設にあります︒
様にご利用いただく公 維持するために必要な ☆意見は 月 日まで
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事は普段より増える
のでなおさらです︒
自分の選挙以上に
総選挙は忙しくて気
持ちばかりが焦るの
で︑落ち着かない日々
を送っています︒
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