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総選挙後の９月議会
で、政 友 会 代 表 の 質 問 に
答えた桜井市長の次の答
弁が注目されました。

「政権交代は近代
日本の大転換点」

「構造改革・新自
由主義で格差だけ
広がった」

桜井市 長 今回の政 権交代
は、単に自民党政権の歴史的大
敗にとどまらず、近代日本が大
きな転換点にあることを示す出
来事だ。小泉元首相が進めた構
造改革による格差拡大、とりわ
け農山村の荒廃は非常に深刻
だ。自民党が進めた新自由主義
的経済政策は、「
大企業にお金
がまわれば、下にもまわっていく」
との考えだったが、実際には地方
にはまわらず、格差だけが広がっ
たのが否めない事実だろう。

告

９月議会
報

制を整えるよう求め、人工呼
吸器や簡易陰圧装置などの
設備を整備する医療機関に
費用の半分を補助するとのこ

新型インフルエンザ対策を

市民要求実現に活かそうと、①
後期高齢者医療制度の廃止、②
障害者自立支援法の応益負担
の廃止、③高校授業料の無償化
砂田市議は市の新型インフル
と返済不要の奨学金制度の実 エンザ対策について「
いちはやく
現、④全国いっせい学力テストの 市民に情報公開し、学童保育
中止と少人数学級の実現、⑤日 や保育所の休業など早期に対

窓口負担金の減免制度を
砂田市議 生活が困窮し医療費が払えな
い事態が増えている。病気になったときに医
療機関に支払う一部負担金の減免制度の
充実を求めたい。
民生部長 国では今年度、国民健康保険
の一部負担金減免のモデル事業を実施して
おり、この中で財源のあり方を含め、２０１０
年度には何らかの指針が示される。これらの
結果を注視しながら、減免の具体的な範囲
などについて調査を進めたい。

国保税引き下げを
砂田市議 国民健康保険税が高い。世帯
所得２００万円、４０歳代夫婦で未成年の子
二人の４人家族で、市の国保税は３１万７６
００円。国民年金保険料３５万４００円を合
わせて６６万８０００円、年間所得の３分の１
が社会保険料として徴収される。残り１３３

砂 田 市 議 発 症 時 の対 応
と、重症化した患者の受け入
れ体制、特に北陸中央病院で
の体制は？。厚生労働省はす
べての医療機関で受け入れ体

ンフルエンザのような経験のない疾病の流行時
には困難を極める。慎重に検討を進める。

すでに ４ 件適用
市は、砂田市議が６月議会で提案し
ていた生活困窮者の国民健康保険税を
減免する要綱を改善しました。１０月
下旬の時点で４件の減免を適用、市制施行以
来初のことです。
小矢部市の減免基準は、生活困窮の度合い
に応じて救済するもので、３ヵ月の平均収入
額が生活保護基準生活費の１．２倍以下に
なった場合に、対象になります。相談窓口は
市税務課、社会福祉課です。

る。日本小児科学会などが無
料化を要望している。低所得
者が排除されることのないよ
う、子どもや妊婦などを対象
に公費負担を導入する考え
はないか。
民 生 部 長 国、県、近 隣市
の動 向 を踏 まえて検 討 した
い。しかし、低所得者へ
の負担
軽減措置が国で現在検討さ
れているので、国の方針が決定
しだい対応したい。

万円の所得で、４人家族が家賃や光熱水
ワクチン接種費用の
費、食費、教育費を支払って生活していくこ
公費負担を
とがいかにたいへ
んか。ぜひ引き下げの努力を
子ども、妊婦などを対象に
求めたい。
民生部長 国保事業の健全な運営は医療
砂田市議 今後、予防のカ
費と税収、財政調整基金の活用を考慮しな
ければならない。医療費の見込みは、新型イ ナメになるのが、ワクチン接
種。２回のワクチン接種に６千
円 から８千 円 の費 用 がかか

市は９月補正予算で、石動
小 学 校 にペレットストー ブを
入 れることを盛 り込 みまし
た。砂 田 市 議 が３月 議 会 で
「
公 共 施 設 への導 入 で普 及
を」
と求めていました。

米ＦＴＡ交渉をさせないことにつ 処し、感染拡大を防いできた」 とであり、市内の各医療機関
推奨すべきではないか。
と評価したうえで、「
よりいっそ へ
「社会保障・教育 いて、見解をただしました。
と質問しました。
しかし、市は「
国の対応を見守 うの対策を」
総務部長 発熱等の症状が
充実に、チャンス
りたい」
「
情報収集に努めたい」
と
見られた場合、すぐに医療機
を活かせ」
いう答弁に終始しました。
関へ
受診していただきたい。軽
発症時の対応
症者は１週間程度の自 宅療
砂田市議は、自民党政権の退
重症患者の受け入れ体制
養。重症者は入院。
場によって生まれたチャンスを、
石動小学校にペレットストーブ
北陸中央病院では病室の分
離をはじめ、重症者の受け入
れ体制を整えている。
医療施設整備に対する補
助金の推奨については県から
医師会へ
周知される。

を市民要求の実現に生かそう
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砂田市議はこれを受けて、「
私
も同感だ」
と一般質問でのべ、議
場からどよめきが起きました。
日本共産党は鳩山政権に対
し、よいことには積極的に応援す
る、悪いこととは徹底してたたか
うという「
建設的野党」
としてが
んばります。

一般質問する砂田市議
＝9月14日(ｹｰﾌﾞﾙTVより)

この秋、カナダへ
旅行し
た。娘婿の両親の病気
見 舞 いも兼 ねていた。
病院の入り口では院内
感染防止のため来訪者
が必ず消毒液で手を消毒してい
た。新型インフルが流行するずっ
と前からの習慣のようだ▼カナ
ダでは医療費が無料だが、医者
を選べないそうだ。救急車で行く
のは別だが、普段はかかりつけ医
の紹介がないと病院に行けない。
手術が必要と診断されても、医
師不足で、何ヶ月も順番待ちと
のこと。有能な医師は、もうけの
多いアメリカへ
渡る人が多いため
だとか▼娘から聞いた限りの話
だが、カナダで、この医師不足解
決が政治課題となっている様子
がみられない。日本だと後期高
齢者医療制度の廃止や子ども医
療費無料化が争点となり、署名
運動にも取り組んで庶民の間で
も関心が高い。カナダでは政治の
争点にならないのだろうか▼その
カナダで、日本の総選挙結果が、
トップニュースで報じられたそう
だ▼入院中の娘婿の父から「
鳩
山をどう評価しているかね」
と問
われて、私は「
まだわからない」
と
曖昧に答え、「
それでもこれから
変わる可能性もあるだろう」
と
付 け加 えた。外 国 の庶 民 にも、
日本の政変が大きな衝撃をもっ
て受け止められていることは、認
識できた▼さて日本で私たちは
どうするか。鳩山政権が何かよ
いことをしてくれないかと、ただ
の傍観者ではいられない。これか
らもいっそう、国民要求を掲げて
運動し、実現を迫っていこう。消
費税や庶民増税、米軍基地撤去
でも、財界言いなり、日米軍事同
盟絶対の古い自民党的政治を変
えるためにがんばらねば。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~sunata/
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