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松 沢 さ ん は︑Ｔ Ｐ Ｐ が﹁モ
ノ︑ヒト︑カネ︑サービスを完
全に自由化する危険な協定であ
り︑﹃農業・農村の振興﹄とは
両立しない︒日本の輸入関税は
ＥＵや韓国に比べても低く︑参
加６カ国とは既にＥＰＡ 経(済連
携協定 発)効済み︑まだ結んでい
ないのはアメリカだ︒アメリカ
は日本への輸出を増やすことを
狙っている︒輸出主導の経済戦
略を内需中心に転換させ︑格差
社会からの脱却こそ望ましい﹂
と強調しました︒

小矢部の米生産

９ 割 減！

誰なのか？﹂
﹁
食料自給率が１３％
になったらどんな日本になるのか︑
想像もできない﹂
﹁
すでに高齢化︑
過疎化が進んでいる中山間地農業
をどうすればよいのか﹂
との発言が
相次ぎました︒
準備会は︑引き続きＴＰＰの実像
についての学習︑交流の活動を続け
つつ︑日本のＴＰＰ加入を必ず阻止
するために︑﹁
オール小矢部﹂
で力
を尽くしたいとしています︒

介護議会で砂田議員

｣
６５歳以上の介護保険料が
４月から月額４２００円から
５０８０円︵
基準額︶
に︑２１％
も値上げされました︒
砺波地方介護保険組合議
会︵
２月２８日︶
で砂田議員は
﹁
公費負担で値上げを抑える
こと﹂
を求めて反対しました︒
砂田議員 介護保険料は年
間６０︑９６０円になり︑年金

正な取引の監視を強めること︒

賃金の引き上げ︑中小企業との公

円を国内に還流させるため︑最低

③ 大企業の内部留保２６０兆

負担を求めること︒

② 富裕層・大企業に応分の

などを削ること︒

成金３２０億円︑米軍支援経費

① 国の無駄づかい︑政党助

から天引きされる︒３年ごと
に値上げが繰り返され︑すで
に発足当初の月額２８００円
に比べ１・
８倍だ︒
介護保険では︑サービス利
用が増えると自動的に保険
料の値上げにつながる︒このや
り方が破綻に直面している︒
自公政権末期に︑介護労働
者の処遇改善︵
月１．５万円
アップ︶
を国庫負担︵
１９００
億円︶
で実施した︒保険料だ
けでまかなうことが無理と︑
国もいったんは認めたのだ 民(
主党政権は今度︑これさえ廃
止した ︒)
公費負担を増やすことが
必要だ︒その財源は︑次のや
り方で生み出せる︒

公費負担で軽減を

くなり︑田畑が荒れ︑食糧の安全
が壊されるのではないか﹂
との心配
が語られました︒
砂田市議は︑﹁
山の荒れ具合を
見ろ︒ＴＰＰでは︑田んぼもあんな
風になる﹂
と指摘した同僚議員の
声を紹介し︑市議会が﹁
ＴＰＰ交渉
参加に断固抗議﹂
決議をしたと報
告しました︒
参加者からは﹁
大変わかりやす
い話だった﹂
﹁
ＴＰＰで得をする人は

全国の市町村では国保税を抑制
するために︑一般会計から法定外
繰入︵
富山県は全体で２億９５００
万円︑石川県が１５億３４００万円︑
石川県に比べ５分の１︶
をしていま
す︒市も法定外繰入をすれば国保
税引き下げの可能性があります︒

市も法定外繰入が必要

富山県は石川県の５分の１

協会けんぽには事業主負担があ ﹁
勉強させて頂きたい﹂ 市長
りますが︑国保にはありません︒こ
のため国保には社会保障制度とし 桜井市長は﹁
法定外繰入について
て国庫負担があります︒これがどん 少し勉強させて頂きたい﹂
と答えま
どん削減されました︵
グラフ参照︶
︒ した︒

保険医協会の岡宗先生は︑﹁
ＴＰ
Ｐ交渉に参加の９カ国に︑日本のよ
うな国民皆保険の公的医療制度
はない︑ＴＰＰ参加で日本の医療制
度が大きな影響を受ける﹂
と︑反
対を訴えました︒
コープとやまの阿尾さんから小
規模な産直参加の農家との交流が
紹介され︑﹁
こんな農家にＴＰＰが
どう作用するのか︑後継者がいな

｢

事業主負担のない国保

国保加入者は最近︑定年退職し
た人や︑非正規労働者︑失業者な
どが大変増えています︵
年所得平均
一人９３万円・
小矢部市の場合︶
︒
年間所得２５０万円の４人家族︵
モ
デル・
両親と子ども２人︶
で国保税
は約４０万円︒一方︑中小企業労働
者︵
４０歳から６５歳未満︶
が加入し
ている協会けんぽでは︑健康保険料
︵
本人負担分︶
は約２２万円です︒

国庫負担が不可欠

ＴＰＰ参加国に
国民皆保険がない

ＪＡいなばの藤井さんは︑﹁
ＴＰＰ
﹁
ＴＰＰって何？学習と交流のつどい﹂
が３月１７日︑石動 で米の関税７７８％がなくされる
コミュニティセンターで開かれました︵
写真︶
︒基調報告は とＪＡいなば管内の稲作生産高２
松沢厚氏︵
農政ジャーナリスト︑日本農業新聞客員論説委 ０億６１００万円︵
２０１０年産︶
が
とい
員︶
です︒このつどいは農民連小矢部班︵
辻慶輝班長︶
が呼 ２億６５００万円に激減する﹂
びかけＴＰＰ反対小矢部連絡会準備会が主催しました︒ う厳しい予測を報告しました︒

No.１７５
２０１２年４・５月号

重い国保税引き下げへ ︑一般会計から繰入を

定外の繰入をして引き下げるよう

会で砂田市議は︑一般会計から法

せざるを得ませんでした︒３月議

外の減額により︑引き下げを断念

てきましたが︑国の交付金の予想

て︑市は引き下げを真剣に検討し

会決算特別委員会の指摘を受け

下げを﹂との監査委員︑市議

得者が多い﹂﹁国保税の引き

﹁国民健康保険加入者に低所

3 月議会報告
提案しました︒

尾木ママこと尾木直樹さ
ん︑女 優 の竹 下 恵 子 さ
ん︑映 画 監 督 の山 田 洋
次さんなど多くの著名
人が大阪﹁
教育条例﹂
反
対をアピール︒大阪府で反対決議
をした自治体︑﹁
維新の会﹂
との意
見交換で反対意見を述べた校長先
生やＰＴＡ会長︑反対署名が短期
間で二十数万︒しかし︑新聞もテレ
ビもほとんど報道しません▼教育
現場では︑子供の成長と門出を祝
う卒業式で子供を見ずに︑教師が
君が代の斉唱をしているか口元を
監視しているという非教育的出来
事がありました▼教育の政治的中
立性を定める教育基本法を無視
し教育目標は首長が決める︑従わ
ない教師を懲罰で脅すなど︑教師
は上司の顔色をうかがい正しいと
思う自分の意見を言えなくなって
しまいます︒子供はこんな教師を
信頼しないでしょう▼学力調査の
学校間の成績を発表し過度の競
争を強いることは子供の成長にマ
イナスです︒子供たちは学習をわ
かりたい︑できるようになりたいと
願っています︒しかし︑今のスピード
についていけずあきらめきってし
まった子供がいます︒さまざまな
辛さをかかえて苦しんでいる子供︑
障害を持つ子供︑これら多様な子
供たちが︑人と信じあい楽しく学
び︑個性を発揮して輝く未来を思
い描けるよう援助することこそ学
校の役目です▼山下晃一神戸大
学大学院准教授は︑アメリカで実
施された﹁
落ちこぼれゼロ法﹂
は﹁
競
争でなく︑単なる差別をもたらし
た﹂
と告発︒条例案との共通性を
示し︑﹁
アメリカに１０年後の大阪
を見るようだ﹂
と指摘▼こんなこ
とを繰り返させたくありません︒

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