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農 民 連 小 矢 部 班 は８月 １４日、「日 米 ＦＴＡ 自
由 貿 易 協 定 の締 結」
が民 主 党 のマニフェスト（
政
権 公 約）
にあ ったことから、にわ かに選 挙 の争 点
に浮上したこの問題で懇談会を持ちました。

コメを求めざるをえない』
と
言い、政府は市場原理主義
で、『
みだりに市場価格形成
に影響を及ぼすようなこと
はすべきでない』
との立場で、
備蓄米の買い入れには消極
的だ。しかし、生産原価割れ
の米作が長続きするはずの
ないことを、広くわかっても
らわなければならない」
と強
調。

米価 生産費を償わねば、
長続きしない
はじめに、富山県農民連事
務局長の境欣吾さんが、「
量
販店の安売り競争などで米
価が昨年秋よりも１俵当た
り２千円近く下げられた。
農民連はセブンイレブン等の
量販店に生産原価を割らな
い適正価格での買い入れを
求めたり、政府に備蓄米の
買い入れを迫ったりしてい
る。量販店側は、『
客がより
安いものを求めており、安い

た。

しているが、自らは、日豪Ｅ
ＰＡ（
経済連携協定）
の交渉
中であり、これによって乳製
品の関税が下げられると、
北海道農業を中心に３兆円
の打撃をこうむる。批判す
る資格がない」
、と述べまし

日米 ＦＴＡで、コメは８２％の減産
また、「
日米ＦＴＡ（自由貿
が締結されると必
易協定）
ず農産物の関税撤廃を迫ら
れ、農水省の試算では、日本
のコメは８２％の減産を余儀
なくされ、壊滅的打撃をこ
うむる。自民党は民主党の
日米ＦＴＡ締結政策を批判

懇談の中で、飢えている海外や国
内の失業者へ
コメを現物供与すると
日本のコメの消費が広がるのではない
かとの意見があり、またコメの支給は
その地方の自給体制の成長に悪影響
がある、との反論もあり、４０歳・
５
０歳になっての失業は自己責任では

らに減ることは確実だ。農機具が壊
れるか、父親が農作業をできないく
らいまでに衰えると、跡継ぎは兼業
していては農作業ができなくなる。そ
うすると収入の少ない農業のほうを
辞めて、勤めの給料一本で暮らさざ
るをえない。中山間地の農地は、草
刈などの手間がものすごく、耕作を
引き受ける人がなかなかいない。こん
な中で耕作放棄地が出てくる」
と実
情が話されました。
境さんは「
『
安ければよい』
、と市場
原理に任せてきた結果、自給率が下
がり耕作放棄地が富山県の耕地面
積の６倍、３６万ヘ
クタールにも上って
いる。平地の区画整理をした田んぼ
でも放棄地が出始めている。あぜや
用排水路の保全ができなくなってく
る」
とコメントしました。

経済効率主義では食糧生産基盤が崩壊

農産物の輸入
自由化協定
ないか、そもそも援助の必要がある
のか、などの議論になりました。
問題の根本には、人間の生存やそ
のためにどうしても必要な食糧の分
野にまで、市場原理や経済効率の追
求が許されるのかどうか、というこ
とがある、と議論が深まりました。
南谷地域の方から、「
５年一区切
り・
共同化を条件とする中山間地
直接支払い制度の補助金を受けて
第２回目が後１年で終わる。しかし、
次回に共同化に参加する農家がさ
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小矢部市議会の議会改革協
議会は８月５日、中西議長に
来年の市議選から市議会議員
の定数を１名削減し、１６名に
することなどを内容とする最
終報告をしました。

市民と議会のパイプ狭める
砂田市議は反対
砂田市議は、議員定数削減は
市民と議会のパイプを狭め、市民
の政治参加を抑制するものだとし
て反対しました。

議会だよりに議員名明記
市民の声にこたえる
議会改革協議会は昨年１２月
議会で設置され、任期は今年８月
３１日までです。協議会では議員
定数の他、次の諸点を議長に報告
しました。
① 議会だよりに議員名を明記
することを求めた市民の署名に答
えて３月議会から改善しました。
② 市議会定例会（
３月，６月，

保障政策を掲げ、共同化促進の
条件整備を掲げている政党があ
る。これを伸ばすことで農政を変
え、兼業でも農業を続けられる道
を開きましょう。」
と締めくくりま
した。

１６名に

禁無断転載
複写配布

と発言しました。
日本共産党はその内容を『
週刊
明るい小矢部』２月８日号 でいち
(
)
早く知らせるとともに、季刊「
明
るい小矢部」
４・
５月号で「
許せない
定数削って報酬アップ」
と訴えまし
た。
世論の力が報酬アップを阻止し
たといえます。

今年１月２０日に開かれた議会
改革協議会第２回理事会では、一
部に「
議員定数を減らせばよいと
いうものでない。民意の反映がしに
くくなる。常任委員会の議員数が
少ない」
という慎重論も出されま
したが、会長は「
議員定数を１名
削減すれば、議員報酬を１，２万
円アップできる、費用弁償の復活
も考えても良いのではないか」
など

議員報酬アップを
阻止した世論の力

げず、費用弁償も支給せず現行
通りとしました。費用弁償は、議
員が本会議や委員会に出席した
ら日額２千円から４千円の手当て
を支給するもので（
県内９市。南
砺市は実費、往復１０キロ以上で、
１キロあたり３７円）
、小矢部市議
会では既に１０年以上前に廃止し
ています。

施」
（
最終報告書）
です。しかし、全
国の議会では税金の無駄づかいだ
との批判を受けて取りやめるとこ
ろが広がっており、今後市民のき
びしい批判が予想されます。
⑥ 議員報酬（
月額３６万円）
、
政務調査費（
月２万円）
は引き上

市議会改革協議会最終報告

議員定数削減

小矢部班の代表辻さんは「
今農
業をやっている世代は、次の世代が
田んぼをやってくれるはずがない、
と思っている。しかし、食糧主権の
立場に立ち、ＦＴＡに反対し、生産
費を償う価格保障政策と、条件
の悪いところの農業を支える所得

農政の転換で、農業に希望をとりもどそう

市議会議員

９月，１２月）
が開かれていない月
に全員協議会を開きます。
③ 政務調査費使途基準を明
確にし、領収書の提出も決めまし
た。視察先での飲酒・
懇親会代は
支出できません。
④ 各常任委員会の行政視察
は、年２回を１回にし、１回の日数
を１泊２日から２泊３日にしまし
た。
⑤ 海外視察は「
現行どおり実
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