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中核市移行のメリット、デメリットは？？

かく たに と
し

角谷敏男議
お

員

賛否が判断できない５割の市民を無視していいのか!

市民サービスはよくなるの？
鳥取市が平成30年４月に中核市移行をめ
ざしています。日本共産党市議会議員団
は、昨年秋から年末に市民アンケートを実
施し、その賛否を尋ねました。
その結果、賛成・反対の合計より「どち
らでもない・わからない」という方が多
く、５割を超えました。その理由に市民か
らは「メリット、デメリットがわからない」
「市民サービスが今以上にできるかわから
ない」「市民の多くに理解できる場所をつ
くってほしい」などの声が寄せられていま

員

岩永やすこ 議

いわ なが

す。（裏面に市民アンケートの結果を掲載
しています）

２月議会の関係議案の提案延期を!
角谷敏男議員は、市長にこうした声を紹
介し、また中核市移行にともない駅南庁舎
の業務が新庁舎に移るために増える建設費
も、市民の判断には重要な情報であると指
摘。その情報提供のためにも、
「もっと市
民との情報共有に努める期間が必要であ
り、（国に申し出る中核市移行に関する議
案の）２月議会の提案は市民の意思表明を
尊重する態度ではない、延期すべきだ」と

求めました。
市 長 は、
「市
民の理解は着実
にすすんでいる。
議会でも中核市移行の推進に関する決議を
していただいている。議案提出の延期すべ
き理由はない」と、市民の理解がすすんで
いる根拠も示さず、市民を置き去りにする
答弁でした。
これに対し角谷議員は、市民が確たる判
断がもてる情報提供と情報共有のために、
市民の理解がすすんでいるのかを、いま検
証を行うべきだと強く主張しました。

農業者の切実な声に応えた施策を

鳥 取 市 で は、
この10年間で販
売農家戸数が約
３割減少、稲作
収入は平成24年
度比較で10アー
ルあたり２万５
千円以上収入減少しています。
岩永やすこ議員は、
「農業だけでは生活
できない」「法人設立後数年はよいが、だ
んだん補助が打ち切りになる」「米価が安
すぎる、機械の償却と修理代等の費用が大
きい」など切実な農業者の声を紹介して、
市長に鳥取市としての所得補償の施策を求
めました。市長は「飼料用米、飼料用稲な
どの非主食用米の作付け拡大や、水田の畑

地化や汎用化による白ネギ、アスパラガス
などの収益性の高い野菜の導入に積極的に
推進して、農業所得の確保につながるよう
支援していく」と答えました。
岩永議員はさらに、「市がすすめる飼料
用米を作れば、コメ以上の収入になるの
か？」と追及。市長は「飼料用米、飼料用
稲の作付け転換によって、農家所得が増え
ていくということは難しい。水田の畑地化
や汎用化で多様な作物の栽培が必要」と答
えました。

ＴＰＰ協定は
農業 ・ くらし ・ 主権を脅かす!!
またＴＰＰについて、市長は「安価な農
産物の大量輸入による本市農業への悪影響

が懸念されるが、国が最終判断すべきこ
と」と農業者に冷たい態度を示しました。
岩永議員は、韓国が米韓の２国間自由貿
易協定で、ＴＰＰ協定にあるＩＳＤＳ条項
に抵触しかねないということで、学校給食
法を廃止したことを紹介し、
「ＴＰＰをす
すめると地産地消を奪うことになりかねな
い」と指摘。市長は「政府対策本部による
と、地産地消がなくなるという危惧はな
い」と政府見解をうのみにする答弁でした。
＊ＩＳＤＳ（紛争解決）条項は、外国企業が、
進出先の政府などの政策で損害を被った
と判断すれば国際仲裁機関に訴え、損害賠
償を請求できる仕組みのこと。

75歳以上の後期高齢者医療制度
保険料軽減の継続を国に求めるべき
75歳以上の高齢者を一般の医療制度から
切り離す後期高齢者医療制度は、後期高齢
者人口が増え、医療給付費が増加すれば保
険料はおのずと上がる仕組みです。高齢者
が安心して医療にかかれる制度ではありま
せん。ところが国は、2017年４月から低所
得者の保険料軽減のための特例措置を段階
的に廃止しようとしています。
伊藤いく子議員は、本市における対象者
数と影響について質問。担当部長は、「保

険料の９割軽減と8.5割軽減の特例が廃止
となった場合に影響がある被保険者は1万
3,464人で、全体が２万6,923人であり、約
50％に影響する。１人あたりの影響額は、
年額8,500円から１万7,000円、月額で700円
から1,400円の負担増と見込んでいる」と
答弁。市長は、
「所得が低い高齢者には、
少しでも保険料が高くなれば負担は重く感
じられる」との認識を示しました。
伊藤議員は、「特例措置の継続を国に要

い とう

伊藤いく子 議
員

（ウラ面もお読みください。）

望すべき」と追
及 し、 市 長 は、
「全国市長会で、
保険料の上昇を
抑制する措置を
引き続き継続す
ること、国の責
任で十分な財政措置を講じることを総意と
して決議している。しっかりと国に要望し
ていく」と答えました。

暮らしのアンケート結果(抜粋)

（12月末日時点

323名の回答）

昨年の市民アンケートへのご協力ありがとうございました。皆さんの声を受け止めて、今後の活動に生かすようにさらにがんばります。
その結果（抜粋）を報告します。
①2014年４月から消費税が８％に引き上
げられましたが、暮らしはいかがですか。

②2019年10月からの消費税10％増税につ
いてどう思われますか。
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⑧ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の国会
批准についてどう思われますか。
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⑨安全保障法制についてどう思われますか。
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⑥鳥取市は、いま中核市に移行する準備を
していますが、どう思われますか。
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⑤農業・経済・雇用で取り組んでほしいこ
とは何ですか。（上位５つ）
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南スーダンの停戦合意は崩壊、自衛隊はただちに撤収を
ＴＰＰ協定は批准するな！
ＴＰＰ協定に批准しないことを求め
る請願は、H28年２月議会に出されま
したが、さらに調査研究を要するとし
て３回も継続審査が続いていました。
この間、国会での審議がなされました
が、コメ作りや畜産の衰退・農村の崩
壊につながるのでは？遺伝子組み換
え・添加物など食の安全・安心が守ら
れるのか？薬価が高くなってジェネ
リック薬品はどうなるか？などＴＰＰ
への疑問や不安について、政府はまと
もに答えることができませんでした。
しかし、政府は会期延長までして12
月９日、ＴＰＰ承認をごり押ししまし
た。岩永議員は「ＴＰＰは国が批准し
たから不採択」ということではなく、
市議会として審議することが請願者の
思いを受け止めることだと賛成討論を
行いました。

市民団体から12月議会に、
「南スーダンに派遣されている自衛隊を撤収させるよう政
府に意見書を提出することを求める」請願が提出されました。
この請願は、11月15日政府が閣議決定で、南スーダン国連平和維持活動の自衛隊派遣
部隊に、安全保障関連法にもとづいて、駆け付け警護・宿営地の共同防護の新たな任務
を付与したことに対して、部隊の撤収を求めたものです。
日本共産党の角谷議員は、本会議でまず次の点を述べました。
①いま、私たちが認識する必要があるのは、国連平和維持活動の主たる任務が以前の
停戦への調停や停戦監視などから、
「住民や難民の保護」に変わり、この任務の遂
行のために、武力行使を認めていること。
②これについて、日本政府特別代表としてアフガニスタンの武装解除などの経験をし
た東京外国語大学教授の伊勢崎賢治氏は、８月29日マスコミのインタビューで、す
でにＰＫＯ部隊は任務遂行のために「紛争当事者」、つまり「交戦主体」になり、
住民を保護するため交戦も辞さないと変化したと述べていること。
③国際ボランティア団体のスタッフも、
「停戦合意は全くない、自衛隊を送るのでは
なく、非暴力の形でやる必要がある」と訴えていること。
そのうえで角谷議員は、請願者が指摘するように日本の国を守ると入隊した自衛隊員
が外国の地で命を失う可能性のある、まさに戦闘の状態となりうる駆け付け警護の派遣
はただちに止め、日本は非軍事の民生支援・人道支援にもっと力を注ぐべきだと賛成討
論をおこないました。
なお、この請願に賛成した議員は共産党３名以外に、結・３名、市民フォーラム２名、
無所属２名の議員で、採決の結果、請願は否決されました。

みなさんのご感想・ご意見をお寄せください。（このチラシは政務活動費で作成しています）

