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平成 年度に策定した「住
生活基本計画」は今後の 年
間 の市 の住宅 施策で す。 松崎
市 長は 巻頭挨 拶で「 市民 の誰
も が住 み続け たいと 思え る住
宅・環境づくりを目指すもの」
と しな がら、 居住不 安を かか
える市民がどの程度いるの
か 、こ れらの 市民の 居住 状況
はどうかなどの推計や実態調
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市議会議員

「市営住宅に何度応募しても入居できない」
「高齢者
が優先的に入居できる賃貸住宅の供給を」「低所得の若
年層への支援も強化してほしい」など居住不安をかかえ
る市民からの要望が後を絶ちません。
日 本共 産党 は３月 市議会 で「 民間 賃貸住 宅の有 効活
用」と「家賃補助制度の創設」について取り上げました。

年 度
から応募
資格の入
居収入基
準が従来
の
万円
（標準世
帯）から
万８千円
に引き下
げられ、多

くの世帯が応募できなく
なったにもかかわらず、依
然と倍率が高い背景には
公営住宅そのものの不足
があります。
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ところが、浦安市は市営
住宅の計画的な建設を廃
止、平成 年度以来、新規
整備はありません。
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当代島市営住宅
堀江東市営住宅
東野市営住宅

年度
空家
倍率

市営住宅は１７２戸、空家
募集には入居希望者が殺到
し、常に倍率が高い状況です。

猫実第１市営住宅
猫実第２市営住宅
堀江市営住宅団地

猫実 2-3-37
猫実 1-8-1
堀江 4-28-1
堀江 4-28-2
当代島 3-3-3
堀江 1-9-1
東野 2-11-25

建設年度
（平成）
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行 の「住 宅セー フティ ネット
法」では「民間賃貸住宅への円
滑な入居の促進」により、住宅
の 確保に 特に配 慮を要 する者
に 対して 居住の 安定を 図ると
しています。
日本共産党は「住宅は何より
人 々が社 会生活 を営む 上で基
盤である。良質で安価な住宅を
安定的に供給し、公的援助をす
ることは国・地方自治体の責務
ではないか」と指摘し、せめて、
こ のセー フテイ ネット 法の趣
旨を生かし、「これまで、住宅
政 策の枠 外に置 かれて きた民
間賃貸住宅について、空き家な
ど ストッ クを有 効に生 かした
公的住宅」を求ました。
市民経済部長は「商工会議所
不 動産業 者部会 の役員 の方々
と 意見交 換を進 めてき ている
ところ」との答弁に止まりまし
た。

また、民間賃貸住宅の活用は
高家賃が課題となります。
日本共産党は「公的な家賃補
助制度の創設が不可欠」と主張
し、制度創設を求めましたが、

市民経済部長は「一般の賃貸
住 宅の入 居者と の公平 性の観
点から考えてございません」と
答え、新しい施策にふみきる姿
勢は示しませんでした。

申合書
今般市議会議長、副議長、監査委員、並びに
浦安市川市民病院組合議会議員（民間へ移譲の
ため解散ずみ）、及び千葉県競輪組合議員（解
散ずみ）の任期を２年とし、任期満了後速やか
に５月の臨時議会で改選することを申し合わ
せる。但し、再選を妨げない。
以下、署名し、その実行を確約する

５月 日、臨時市議会が開かれます。
この会議に付議されるのは①千葉県後期高齢者医療広域
連合議会議員選挙 ②議会運営委員会委員の選任、③議会
常任委員会委員の選任です。
また市当局から専決処分の承認を求める「国民健康保険
税条例の一部改正」議案も提案されています。
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臨時議会は平成
年５月
日の下記の「申し合わせ」
によるもので、以来、議員多数
が 署名し 実行に うつさ れ、議
長・副議長の辞職願が出され、
それを市議会が許可し、正副議
長 の改選 が２年 ごとに 行われ
てきました。
日本共産党は、議長などの任
期 は地方 自治法 どおり ４年間
とするよう主張し、２年任期の
た らい回 しとす る申し 合わせ
には署名していません。
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査は行っていないばかりか、
公営住宅の供給計画はゼロで
す。
浦安市の「住生活基本計画」
は、公営住宅の計画的な建設
の廃止と入居階層の貧困層へ
の限定化を極限まで進める国
の政策をそのまま具体化する
ものとなっています。

年７月施

わが国では１９７０年代の
半ばから住宅戸数が世帯数を
上回る「住宅過剰」時代を迎
えたとされています。
日本共産党は、これらを示
して、市内の民間賃貸住宅の
空家の実態調査を求めまし
た。市民経済部長は「経済状
況などの景気の動向を含め、
様々な要因から変動すること
が想定される。幅広いカテゴ
リーがあり、掌握する手立て
は極めてむずかしい」との考
えを示しました。

いっぽう、平成
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