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　新社会党の本池奈美枝さんが 9

期目に挑戦する柏市議選が 2 日告

示・9 日投票で始まった。定数 36

に 47 名が立候補、しかも新人 16

名、元職 2 名の乱立。一方、前回

市議選で 1 位当選で直前まで運動

していた現職が立候補を取りやめ

るなど、最後まで予断を許さない。

　子ども医療費助成を自治体独自

基準で上乗せすると国民健康保険

の国庫負担が減額される。ふざけ

るなという制度がある。

　この制度を何とかしたいと思っ

ていたおさなみ議員は、公明党が

この問題を国会で取り上げたので

自治体議会から減額見直しを求め

る意見書を出したいという動きに

待ってましたと同調した。

　「地方単独事業に係る国保の減額

調整措置の見直しを求める意見書」

として提出された意見書は、6 月

議会で全会一致で採択した。近隣

市議会では松戸市や船橋市も国に

対して同意見書を送っている。

　これらに対して、これまで医療

費助成が安易な受診を招き、医療

費を無駄に増やすとしていた厚労

省も、国庫負担減額見直し検討に

入った。

　当然であろう。ＯＥＣＤ各国の

所得の不平等を表すジニ係数で、

その不平等を改善する税と社会保

障による再分配後、日本だけが若

年世代はかえって悪化する結果を

示していた。これを改善する一つ

の手が子ども医療費助成や無料化

なのだから。ところがそれに対し

て厚労省はペナルティを課してい

たのだ。

　厚労省はこの夏に医療関係者や

自治体関係者で検討会を開き、条

件をつけてペナルティ緩和に踏み

出す。

　最低賃金引き上げ目安が発表さ

れた。千葉県の引き上げ目安は 19

円で、目安通りなら 10 月以降は

時給は 817 円となる。

　注目されるのは野田市の公契約

条例の最低賃金である。5 年前に

829 円で始まり、県最賃の引き上

げによる接近に押されて今年度か

ら 849 円とした。当時の県最賃は

728 円で、この間 89 円引きあが

ることになる。

　ただ、野田市の場合 849 円の公

契約最賃が適用されるのは今年度

契約分からで、清掃など複数年契

約で前年度契約分には適用されな

い課題が解消していない。

　また、公契約条例制定時の職員

の時給換算は年間2015 時間で割っ

ていたが、現在は 1884 時間とし

ている。時給換算で 7％アップと

なる。市長も公契約上の最賃の引

上げ金額もこの時給換算で想定し

ていたようだが、その後職員給与

が３％引き上げとなったので 849

円に改定することにしたという。

　最低賃金を千円にしてもワーキ

ングプア状態は改善されない。生

活に直接響く消費税率が上昇し、

県最賃も再び迫る。米国では州や

都市ごとに最低賃金引き上げの動

きが強まっている。

　野田市も 9 月議会補正予算で公

契約条例全国集会開催予算を組む

見込みとなっている。遅くとも集

会までに抜本的な引上げ発表を望

みたい。

子ども医療費独自助成にペナルティやめろ

国に意見書提出効果か  厚労省が検討へ

働く者に
は

権利があ
る

政府決定通り早期に最賃千円に

県最賃に迫られる公契約最賃

柏市議選本池奈美
枝候補にご支援を
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　参院で戦争法案の質疑が始まっ

た。そもそも違憲立法は認められ

るはずはないが、公明党は新 3 要

件で厳しく限定しており、集団的

自衛権はフルセットではないので

これまでと変わらないかの主張を

全国で繰り返している。

　しかし、その結果、公明党支持

層の 94.2％が「十分に説明してい

るとは思わない」と考えており（共

同通信 7 月世論調査結果）、6 月の

調査より 16.5 ポイント増えた。

　公明党支持者のこの回答は民主

党支持層や支持政党なしの層より

多い。支持者は公明党の「平和の

党」という看板を大切にしている

が、公明党指導部はずるずる安倍

自民党にすり寄っている。

　そこへ磯崎陽輔首相補佐官が

「法的安定性は関係ない」と正直に

発言してしまった。公明党にとっ

てこれまでの説明を否定するもの

で、怒り心頭だろう。廃案に追い

込める可能性が広がった。

　6 月議会で第 1 号被保険者のう

ち、第 1 段階の介護保険料の 10％

軽減（基準額の 0.5 を 0.45 に、15

～16年度）が全会一致で決まった。

対象保険者数は約 6440 人、全体

の 14.9％の加入者が該当する。

　さらに 17 年度からは第 1 段階

が基準額の 0.3 となり、第 2 段階

は基準額 0.75 が 0.5 に、第 3 段階

は 0.75 が 0.7 と軽減される。これ

らは世帯全員が市民税非課税とい

う世帯である。

　ただ、野田市の場合はすでに第

2 段階は基準額の 0.6、第 3 段階は

同 0.7 となっているため、どうす

るのかはわからない。この第 2 段

階、第 3 段階はそれぞれ加入者の

4.6％、4.7％が該当する。あわせて

軽減対象は加入者の 24.2％となる。

　これらの軽減措置は給付費の 5

割の公費とは別枠で公費を投入す

るもので、消費税 10％引き上げを

前提に、国 1/2、県と市が各 1/4

負担することになっている。しか

し、その財源所要額は今回が 221

億円、17 年度については 1400 億

円と見込まれている。

　たとえば沖縄等から配備反対が

叫ばれているオスプレイ 17 機を

交換エンジン等を含めたパッケー

ジ購入で、30億ドル（約3600億円）

かけることに比べればどうという

ことはない金額であろう。

　つまり、税の使途の優先順位が

国民の暮らしの安定なのか、軍事

なのかなのだが、現在は戦争法制

の基盤となる兵器体系となってい

るのは間違いない。

宿根フロックスの蜜を吸うクロア

ゲハ

公明党支持者は平和の党を希求

戦争法案説明不十分が94％

　春の統一自治体選挙で初当選し

た藤崎ちさこ習志野市議が学童保

育視察で先月 29 日来野した。

　藤崎市議は初当選した選挙で、

習志野市の学童保育所（習志野で

は放課後児童会）に対する市民要

望を受け、その改善策を探ってい

た。問題の一つは学童保育所の量

の不足、２つに指導員（習志野で

は支援員）のなり手不足、3 つに

施設環境改善という。

　学童保育の量の不足について

は、現在習志野では直営だが、6

月議会の答弁では今後民間委託や

民間参入について調査研究してい

くという。支援員のなり手不足に

ついては、保育士などの有資格者

であるにかかわらず 1040 円と時

給が低く、支援員不足で待機児童

が発生するお粗末さ。

　藤崎議員の質問は、支援員の配

置人数、待遇、委託と直営の比較

など多岐にわたった。

　市役所でのヒアリングの後、南

部学童保育所を見学した。おさな

み議員が最初から同行した。

習志野の学童保育の充実が課題
藤崎習志野市議が行政視察で来野

消費税に頼らずとも財源はある

低所得層の介護保険料を減免


