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　韓国の首都ソウル市で「常識」

を覆す事態が進行している。市役

所関係で働く非正規職の正規化、

学校給食無料化、ソウル大学の授

業料の半減だ。

　いずれも 2011 年秋に当選した朴

元淳（パク・ウォンスン）市長が

推進している。学校給食の無料化

を議会が条例化したが、当時の市

長が市民の判断を仰ぎたいと住民

投票を行った。しかし、投票率が

基準に達せず辞職したという経過

がある。

　その市長補欠選挙で当選したの

が朴元淳市長で、彼は選択的福祉

ではなく普遍的な福祉を公約した。

前者の福祉はたとえれば所得制限

　子ども医療費助成の延長などを

議論していた児童福祉審議会は 12

日、1 回・一日の自己負担を 200

円を 300 円に引上げ、これまで通

り所得制限を行わないことで、小

学校 3 年生までの通院医療費助成

を中学校 3 年生まで、来年 8 月か

ら延長するとの結論を出した。

　既報の通り前回の審議会では所

得制限を導入するとの決定をあい

まいなまま行ったが、それを修正

したものとなった。

　1 回 200 円の負担を 300 円に引

き上げても中学校 3 年生まで助成

を受けられるメリットを選択し、

他方、所得制限導入は財政的に年

間 1 千万円程度しかなく、前回の

審議会で意見が分かれたため導入

しないとした。

　今回は近隣市の自己負担額等、

より詳細な資料を提出したが、前

回出すべきだったもので、それが

あれば単純な引き上げメリット論

ではなく、負担増のデメリットの

議論が行われかもしれない。

　また説明資料では中学校まで医

療費助成を先行した浦安市の出生

率より、これから行う流山市の出生

率の方が高く、少子化対策に効果が

あるのかどうか疑問を呈している。

これは少子化対策は総合的に行う

べきとの市のこれまでの見解を正

当化するもので、浦安市と流山市

の出生率を子ども医療費助成で単

純に比較しても無意味である。

　それにしても今回の審議会では

市の説明に対し、委員から質問や

意見が出ず、そのまま事務局提案

が通るというのでは審議会のあり

方が問われよう。

つきの福祉であり、救貧的な福祉

概念だ。後者はだれもが受ける福

祉、権利としての福祉といえる。

　ソウル大学の授業料半額化は日

本以上に学歴競争が激しいといわ

れる韓国で、教育費負担が大変に

なっており、アルバイトや利子つ

きの奨学金を利用しなければなら

ない現状を変え、より学業に力を

入れられるよう取り組んでいる。

　そして最も驚くべきことは 6 千

人以上の清掃や公園などの非正規

職員を正規化した人事行政だ。賃

上げも行った。市関連のソウルメ

トロや鉄道公社の非正規職も別会

社を立ち上げて正規化している。

　当然財政的に大丈夫なのか疑問

がわくが、10％の付加価値税の支

払いをはじめ、間に入る企業の費

用や利潤が節約でき、逆に財政効

果が出ているという。

　また、ソウル市の財政を悪化さ

せてきた土木建築支出を調整する

ことによって財政再建を果たすこ

とを目指している。まさに「コン

クリートよりひと」の遅滞のない

実行である。

　この詳細なレポートは来週号の

新社会本紙や近日発行の「コンパ

ス 21」第 18 号を参照されたい。

韓国ソウル市で脅威の施策

非正規職の正規化や給食無料化

「コンクリートより人」を地で行く

自己負担300円・所得制限なし

8月から中3まで通院医療費助成へ

不景気を拡大・大義
なき解散。歴史の鏡
に自らを映せるのか。
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　沖縄県民は県知事選挙で、新基

地はつくらせない、誇りある経済

と沖縄のアイデンティティーを訴

えた史上最高の大差で翁
お な が  た け し

長雄志氏

（64 歳）を選んだ。

　これはオスプレイを強行配備し

たことに対して、沖縄県内全市町

村長と全市町村議会議長及び県議

会議長が、13 年 1 月に安倍総理に、

オスプレイと基地縮小・撤去を求

めた（沖縄）建白書の流れであり、

ただ一人名前を連ねなかった仲井

真知事が支持されなかったという

ことだ。

　これで辺

野古現地の

両 首 長、 名

護 市 長・ 沖

縄県知事と

もに基地建

設反対派が

占め、いかに政府が建設は既成事

実と主張しようが、辺野古と大

浦湾の埋め立てはいっそう困難と

なった。

　翁長新知事が当確直後のあいさつ

で語った「民主主義の品格」を政府

はどう受けとめるのか、引き続く総

澄み渡る辺野古の海からキャンプシュワブを見る。建物

の後ろの山を崩して、この美
ちゅらうみ

ら海を埋め立てるという。

選挙で全国民がどのように審判する

のかが問われる番となった。

　もちろん沖縄県民の運動は新知

事にお任せとはしない。投票日も

辺野古新基地と一体化するキャン

プシュワブの入口は徹夜で座り込

みが続けられた。

沖縄県知事選挙結果
　投票率 64.13％（前回 60.88％）

　翁長雄志　　360,820 票　当選

　仲井真弘多　261,076 票

　下地幹郎　　  69,447 票

　喜納昌吉　　　 7,821 票

　16 日投票の松戸市議選で、新社

会党やみどりの党関係の市民運動

団体が推せんした無所属の増田薫

さんが 2624 票を獲得し、29 位で

初当選した。

　定数 44 に 60 人が立候補したが、

投票率は 37.74％でついに 40％を

割った。当選者は公明党 10、共産

党・自民党各 5、社民党・民主党・

みんなの党各 1 で、他の 23 人は無

所属だった。なお、増田薫さん同

様脱被ばくを訴えたラッパー、新

人の D
デ リ

ELI さんも 44 位で当選した。

増田かおる　初当選さ
   ん

　思い通りにならないと、駄々っ

子のように解散に走る安倍総理。

しかも彼がＡＳＥＡＮやＧ 20 出席

で外遊中に解散の流れがつくられ

た。衆参の与党多数の「黄金の 3

年間」で腰をすえて難題解決にま

い進するはずだったのではないか。

　しかも国民に信を問うのが、消

費税 10％引き上げ延期の是非だと

いう。噴
ふんぱん

飯ものだが、信を問うの

は自民党の選挙公約になかった秘

密保護法制定は集団的自衛権行使

の閣議決定だろう。しかし、それ

を争点にしないよう、集団的自衛

権行使関連法や日米ガイドライン

見直しについては先延ばしする。

　そもそも消費税 10％増税どころ

ではない。あれだけ危惧された消

費税 8％引上げは、想定をはるかに

超える景気悪化につながり、アベ

ノミクスの 3 本の矢は大企業や高

額所得者を潤しはしたが、勤労者

の実質賃金等は下がり、円安は輸

出を増やさず、素材や食料品など

輸入物価ををあげるばかりだ。

　米国首脳の歓心を買うことに

駄々っ子解散に大義なし

失政のリセット図る安倍政権

よって政権を維持しようとする安

倍政権だが、経済運営の失敗と頼

みの外交でも沖縄県民から手痛い

しっぺ返しを受けた。これらのリ

セットを狙う解散に大義はない。

沖縄県民の鉄槌が下った

辺野古新基地反対世論確定


