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資産割を廃止し所得割税率、均等割額の引き上げで 3,000 万円の増収

所得 のある 人、世帯 人数が多 いほど負担が増える
２年前 に引き上げ られた国保税 ですが、 「
財源 不足を解 消 し、財政基盤 の安定 化を図 るため」
と して、さら に引き上げ られます。資産割 を廃 止す る こと で、 下が る人も いますが、 ほと んど
が引き上げ にな りそう です。
さら に、執行部 は 「
３年後 の 『広域 化』 に向け て、 一挙 にあが る可能性があ る ので、段階的
に上げ る必要があ る」と答弁 し、今後さらな る引き上げ を考え て いる ことがわ かりま した。
市 民 にと って、 も っとも負担感 を感 じる のが国保税 です。 現在 、滞納 世帯も加 入世帯 の約 ２割 とな って います
が、 「
払 いたく ても払えな い」 のが現実 です。答弁 で明ら かにな った 『
資格 証明書』交付 世帯 は ２７５世帯 です。
『
資格 証明書』 は、病院 にかかると窓 口で １０割 を支 払わな ければな りま せん。 保険税 を払う ことが できな い人
が、病院 で支 払え るはず がな く、結 局病 院 に行 く のを我慢 し てしまうと いう こと にな り、 手遅 れ で死亡す ると い
う ことも全 国 では起 き て います。

国保 は相 互扶助 ではなく社会保障制度だ ！
国保 は、住 民 の命 と健康 を守 ると いう本来 の役割 を大 きく損 な い、高 すぎ る保険 税や 過酷 な取 り立 て、無慈悲
な保険 証取 り上げ で住 民を苦 しめる事態 とな って います。
議会終 了後、市 から国保 の税率改 訂 のお知ら せが 回覧 で回 ってきま した。 「
国保 は加 入者 が保険税を出 し合 い、
お互 いに助 け合う制度 です」と冒頭 に書 いてあ りま したが、 国民健康保険法 では 「
国民 の健康保持 を 目的 とす る
社会保障 の制度 であ る」と明記 して います。 １９６２年 に、首相 の諮問機関 であ る社会保障制度審議会 は、 「
国保
は、低 所得者 が多 いこと、保険 料 に事業主負担 がな いこと ・・・など のため、 どう しても相当額国庫 が負担す る
必要があ る」と 『
勧告』 して います。

財政危機 の原因 は ？
国保財政 は危機的 状 況 ですが、 そ の原因 は、 １９８４年、 国保法が改悪さ れ、 医療費 への国庫負担 を ４５％ か
ら ３８． ５％ に削減 した こと であ り、国が本来 の責任を果た せば解決 でき る こと です。
住 民 への責任転嫁 は、益 々滞納 を増や す こと にな り、財政難 を解決す る こと にはな りま せん。 国保財政 を安定
化さ せるためにも高すぎ る国保税を軽減 し、
“支 払 い能力 に応 じた国保税” にして、住 民本位 の収納 対策 に変え る
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ことが必要な のです。
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『安全保障関連法案』 に
反対する意見書 ７対８で不採択！

１．市政運営について
２．小中学校統廃合問題について
・重点施策は？
３．国民健康保険について
・小中学校のエアコン設置について

国会 で審議中 の 『安保法制』 ですが、多 く の憲法学者 も 「
憲法違 反」だと

《６月議会一般質問》

は っきり言 って います。

ひまわり新聞

日本を 「
戦争す る国」 に変え てしまう恐 ろ し い法案 に対 し、 「
今 国会 で の

１．現在、国会審議中の安全保障関連 11 法案の今国会での成立を断
念すること。
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成立を断念 して欲 し い」と の意 見書 を議員発議 （
賛 同者 ＝島 田 ・北 垣両議員）

政府は５月１４日、「平和安全法制整備法」及び「国際平和支援
法」（海外派兵恒久法）を閣議決定し、国会に提出した。法案はすべ
て、自衛隊の役割を拡大して、海外派兵や米軍の支援に当てるためのも
ので、地理的な制限もない。地球上どこでも派兵して、米軍のあらゆる戦
争に参加し、日本が「殺し殺される」道に入る危険が飛躍的に高まるも
のである。
５月２６日から審議が始まっているが、６月４日の衆議院憲法審査会
では、３人の憲法学者全員が法案に「違憲」の宣告をしたことは重大で
ある。与党が推薦した早稲田大学の長谷部恭男教授も「集団的自衛
権が許されるという点は憲法違反だ」と明言している。又、テレビ番組『報
道ステーション』が行った憲法学者へのアンケートでも「違反にあたる」と
「違反の疑いがある」との回答が 149 人中 146 人となっている。
５月 31 日に共同通信社が行った世論調査では「政府が十分説明し
ているとは思わない」が 81．４％となっており、「戦争に巻き込まれるリスクが
高くなる」と答えた人は 68．0％である。政府と国民の間には大きな隔たり
があるのは明らかである。
再び日本が戦争の道に進むことを望む国民はひとりもいないはずであ
る。「二度と海外で戦争しない」と誓った憲法の平和原則を根本から破
壊するもので、このようなものが憲法 9 条の下で許されて良いはずはない。
本市でも、先の戦争で親や兄弟を亡くした人、原爆で被害を受けた人
が大勢いる。今年は戦後 70 年の節目の年であり、これまで日本が守って
きた平和を脅かすことがあってはならない。
よって、本議会は政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるもので
ある。

と して提出 しま した。 しかし、残念ながら 不採択とな ってしま いま した。

安全保障関連法案に反対する意見書

“マイナンバー”って
（社会保障・税番号制度）
どんな制度？

【小中学校の
エアコン設置について】

【小中学校統廃合問題について】
『まち・ひと・しごと創世総合戦略
まち・ひと・しごと創世総合戦略』
創世総合戦略』で
小規模校の
小規模校の存続を
存続を！

この制度は、赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしてい

近年、温暖化による異常現象が続き、黄砂や PM2.5 な

る全ての人に 12 桁の番号を付けて、個人情報を国が一元的に収

ど環境汚染も心配されます。また、ほとんどの家庭でエ

統廃合については、『学校規模適正化基本計画』に基づい

集・利用しようとするものです。

アコンが設置されるなど、快適な暮らしに慣れ、子ども

て進められていますが、果たして地域の声は届いているので

本年 10 月に個人・法人に番号通知を行い、来年 1 月から番号

達の生活環境も昔とは変わってきています。県内でも

しょうか。

利用・カード交付を開始することになっています。社会保障、

30％近い自治体ですでに設置されたり、今後の設置が決

学校の“適正規模”というのは、子どもの実態や教育学的

税、災害対策の行政手続きで利用するとされていますが、今後

まっています。人吉市に続き熊本市でも設置が決まりま

な見地から検討されたものではなく、自治体の行政効率性か

金融口座や医療情報への活用も検討されており、制度自体やそ

した。

ら導き出された数字です。 地域が衰退していくひとつの原

の利用目的などにおいて、多くの問題点があります。

国が国民を
国民を監視・
監視・管理!!
管理!!
政府による国民の監視・管理が強められ、資産調査による税
徴収強化や社会保障給付の削減につながる恐れがあります。

番号の
番号の流出・
流出・悪用!!
悪用!!
年金の個人番号の流出もありました。専門家も「番号の大量
さしゅ

流出・詐取・悪用は必ず出てくる」と警告しています。

強制ではない
強制ではないので
ではないので、
ので、申請しなくても
申請しなくても良
しなくても良い！

Q:特
Q: 特 に 生徒数の
生徒数 の 多 い 大矢野中の
大矢野中 の 場合、
場合 、 教室も
教室 も 満杯状態で
満杯状態 で 生徒
は汗を流しながら勉強
しながら勉強している
勉強している。
している。設置についてのお
設置についてのお考
についてのお考えは？
えは？
A（市長）：全教室に設置した場合費用が 7 億 1,400 万円、維持
費が 4,600 万円と試算している。一気に全部は難しい。優先
順位をつけないといけない。教育委員会で議論していただき
たい。
Q：学校保健法では
学校保健法では、
では、夏の気温は
気温は 25°
25°から 28°
28°となっているが、
となっているが、実
際に教室で
教室で測定しているのか
測定しているのか？
しているのか？
A（部長）：詳細に調査はしていない。龍ケ岳小でエアコンが導入
されているので、29°以上で使用するといった状況である。

実際に設置した学校では、授業態度が落ち着いてきた
という声もある。学習能力アップにもつながるし、ぜひ、

政府は「個人番号カード」の取得を推進し
ていますが、強制ではありません。

協議して取り組んでいただきたい。まずは、学校へ要請
して気温の測定をして欲しい。

自己防衛として“申請しない”という選択
もできます。

臨時議会（7/10）開催
姫戸支所建設の工事請負契約については、７：８で否決！
この契約は、事前に談合情報などがあったため開札の延期があったものの、情報通りの業者が落札したものです。契約金
額は１億８千９００万円、落札率は 97.17％。でした。
執行部からは「調査は『公正入札調査委員会』を開催し、企業への聞き取りをした」との答弁でしたが、わずか１～２日
の調査であり、例えそういうことがあったとしても「談合しました」と答える業者は、まずいないのではないでしょうか。
上天草市は、一昨年から現職の建設部長や副市長による収賄事件が続いて起きました。新市長も市民の信頼回復を第一番
に掲げて市政執行に努めておられるはずです。談合情報に関しては、もう少し慎重に繊細に対応すべきだったと思います。
『公正入札調査委員会』は、内部の委員会です。第三者を入れるなど、もう少し慎重に対応すべきではなかったのか。
市が事件を受けて設置した『入札監視委員会』を開催することはできなかったのか。
もし、このまま採択されれば「なんだ、市長が変わっても何も変わらんじゃないか」と言われかねないし、今後看護学校
の建設も計画されています。市民から疑いの目で見られないような行政運営をするためにも慎重な対応を求めます。

因として、学校の統廃合問題もあるのではないでしょうか。
Q：『計画
：『計画』
計画』どおり進
どおり進んでいない理由
んでいない理由は
理由は何か？
A（部長）：地元の存続したいという希望が強いところで、調整ができ
ていない。
Q：月に一度の
一度の教育委員会では
教育委員会では、
では、議論されているのか
議論されているのか？
されているのか？
A（部長）：公式の場と限らず、さまざまな機会を捉えて報告を行い、
承認を頂いている。
Q ： 議論の
議論の 内容は
内容 は、 委員会の
委員会の 議事録に
議事録に 掲載して
掲載して情報公開
して情報公開すべきでは
情報公開 すべきでは
ないか？
ないか？
A（教育長）：公開するのは難しい問題もあるし、会議終了後や教育
長室で議題として出している。
Q：多良木町槻木小学校が
多良木町槻木小学校が再開されたが
再開されたが、
されたが、教育長のお
教育長のお考
のお考えは？
えは？
A（教育長）：保護者、町当局、教育委員会の思いが一致した素晴ら
しい取り組みだと思う。
Q：『まち・ひと・しごと・・・
：『まち・ひと・しごと・・・』
まち・ひと・しごと・・・』では、
では、例えば、
えば、市内外の
市内外の子育て
子育て世代への
世代への住宅
への住宅
補助など
補助など手厚
など手厚い
手厚い支援など
支援など市民
など市民も
市民 も含めて一緒
めて一緒に
一緒に考えていかなけれ
ばならないのではないか。
ばならないのではないか。
A（市長）：今、学校を統合しても、新校舎の増設やスクールバスでコ
スト面でのメリットはない。そういう取り組みで、人口減少に歯止め
をかけることが本当に可能で、地域に取り組むエネルギーがある
なら、それは地域や保護者の選択だろうと思う。統合には慎重に考
えたいというところもあるが、かなり前向きに考えている学校もあ
る。それぞれの判断でもいいんじゃないか。

『まち・ひと・しごと・・・』の手引きでは、小規模校の存
続を選択する場合、きめ細かに支援する具体策が上げられて
います。子どもの声が地域を元気にし、
歩いて行ける距離にある小学校と、
それを中心にした親や地域住民に
よるコミュニティが、成長・発展を
支える役割というものは大きなもの
があります。
小中学校の統廃合は、今一度立ち止まり住民も含めて真剣
に考えていかなければならない。

