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国保
広域化

今週の本紙 2 面、道しるべ
と韓国医療特区はおさなみ
議員が執筆。ご覧ください。

懸案の資産割廃止 その分をどこから得るのかが焦点

1 億 5 千万円の法定外繰り入れの活用を

来年度からこれまで各自治体で

ただ、これまで固定資産に乗じ

運営してきた国民健康保険が都道

ていた資産割の廃止は決めている

また、これまで東葛地区唯一

府県単位に変わる。国民健康保険

という。問題は資産割廃止の穴埋

やっておらず、懸案事項となって

税（料）がどうなるのかが市民の

めを所得割や均等割り等に上乗せ

いた人間ドックの補助については

一番の関心ごとだ。

されたのでは廃止させた甲斐がな

近隣市並み（補助上限 1 万 5 千円）

いということだ。

に行うことを検討し始めている。

おさなみ議員は 11 日の一般質
問でこの課題を取り上げた。

使うべきではないか。

そこで問題となるのが、野田市

運営の最終責任は県ではある

は国が各自治体の一般会計からの

が、当面は各自治体がその判断で

している仮試算 4 パターンでは、 法定外繰り入れ廃止（野田は 1 億

国保運営するため、独自サービス

1 パターンだけ 27 年度比 1918 円

等は自治体の判断となる。した

まず、国保税だが現在、県が示

5 千万円）のために 3400 億円を

下がるが、残りは上がる。しかし、 投入するのだから、この繰り入れ

がって職員体制もそのまま。

これもまだ確定しておらず、10 月

廃止を検討しているという市の主

国の法制度が根幹であり、財源

に出てくる県の仮試算を待たなく

張だ。割高な国保税を少しでも引

確保の課題もあるため、国、県と

てはならない。

き下げるために法定外繰り入れを

方針が決まらないと野田市の方針
は確定しない。国、県の方針を受

大気汚染で急進展する電気自動車
あなたの車の買い替えを次はい

汚染。イギリスの王立内科医協会

つ頃と考えていますか。仮に 10

などの調査報告書によると、イギ

年後程度なら電気自動車の時代に

リスでは大気汚染が原因で、少な

なっていますよ。

くとも年 4 万人が本来の寿命より

すでにフランスもドイツも 2040
年までにガソリン車もディーゼル

早く亡くなっているといいます。
も高く、そのための死亡者数は世

年までに

界第 2 位（1 位は中国）で 109 万

電気自動

人（中国は 110 万人）
。

車だけに

このように二酸化炭素や窒素酸

します。

化物、pm2.5 などを減らすために

急速に

急速に電気自動車化する見込みで

政策の原
因は大気

論を経て、来年度の姿がはっきり
する。
11 月に県の運営方針が決まると
いう。しばらく目が離せない。
20 年代後半には現在の内燃機関

インドは pm2.5 濃度があまりに （エンジン）の車より安くなると

車も販売禁止を宣言。インドは 30

転換する

けて野田市は国保運営協議会の議

す。
当然それにつれてリチウムイオ

予測されているのです。
そうなると自動車産業界は一変
し、家電会社が気軽に参入するで
しょうし、町の修理屋さんもかな
り変貌することになるでしょう。
もちろん、電気自動車に全面転
換すると、電力需要は 5％高くな
るといいますが、エコな電力を増

ン電池のコストが急速に下がり、 やしていけばよいのです。

おさなみ議員のホームページは写真自慢！ osanami.fc2 と入力してください。
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特養入居率等データでどうしようもないミス

またもや市が謝罪 いつまで続く泥沼状態
8 日の議会運営委員会で驚くべ

答弁に納得できなかった小室議

き事実が明らかになり、市が議会

員は 9 月議会でもこの問題を通告

に対して謝罪した。

した。その結果、ヒアリングに来

市民ネットワークの小室議員が
6 月議会で特別養護老人ホーム入
所待機者数などの資料提供を市に
求め、その数字をもとに一般質問
したことが発端だ。

表 1 市内特養施設の市民入居率

年度 6 月議会
訂正
平成 提供資料 入居率
24
59.26
87.05
25
82.98
86.82
26
77.28
88.41
27
62.32
86.73
28
61.45
88.17
平均 69.06
87.46

た職員がこの低い入居率に疑問を
持ち、間違いが発覚した。
あわせてショートステイの利用
率の間違いも明らかになった。
どういう数字か。表 1 にまとめ

その数字が大きく間違っていた

たが、市が当初小室議員に提供し

があり、その数字を見ておかしい

というのだ。もちろん当時の質問

た特養入居率は 5 年間の平均で

と気づかないのは、結局、他人事

時、小室議員は「平成 24 年度を

69.06%。ただ、これは市民の入居

としか見ていない行政の劣化だ。

見ますと 59.26％なのです。平成

率で、これしか市は把握していな

こんなに低くては法人経営は採算

24 年度の待機者数が 707 人となっ

いとのことだった。

が取れるはずがない。

ているわけなのです。これは、数

いつまで繰り返す

しかし、正しくは 87.46% だっ

字的に見るとなのですけれども、 たという。しかも今度は各施設に

3 月議会の冒頭、副市長が 3 件

60％にも満たない状況の中で、特

問合せもしたという。間違いに気

の行政ミスがあったと謝罪したば

養の待機者がこれだけいらっしゃ

づいた市が、市民の入居率しか把

かり。マイナンバーカードの紛失、

るというのが私はちょっと不思議

握していないと木で鼻をくくった 「黒酢米ｄｅおにぎりコンテスト」

なのです」と再質問している。

ような態度では済まされないと感
じた結果だろう。

の採点ミス、そして難病療養者見
舞金の支給ミス。昨年 10 月の臨

6 月議会時に小室

時議会では市が保育所の入園決定

議員に提供した数字

率を間違えて市民団体に情報提供

は表を見るように、 したことについて担当部長が謝罪
年度間で大きな変化

している。

ともに生きる未来を！
さようなら原発
「サード撤回！韓米合同軍事演習中止！「慰
安婦」野合破棄！光復 72 周年 8・15 汎国民
大会」が 8 月 15 日、大雨の中、ソウル市庁
前広場で開催され、キャンドルをイメージし
た赤い傘を持った市民など約１万人が参加し
た。また、集会参加者は米国大使館を人間の
鎖で包囲した。
写真は米国の戦争政策に反対する巨大横断
幕。
（
『週刊韓国ニュース第 125 号』から）

さようなら戦争

全国集会

9 月 18 日（月・敬老の日）12 時半から
15 時からデモ出発
会場 代々木公園 B 地区
主催 「さようなら原発」一千万署名 市民の会
＊千代田線代々木公園駅 8 番出口が便利

職場の問題など労働相談は東葛ふれあいユニオン野田支部まで ℡ 7125-1647 困ったらまずお電話を

